
-523-

頭蓋靜脉管 ノ「エックス」放線映像 ノ臨牀上意義ニ就テ

岡山醫科大學教授

西 川 義 英

序 説

腦髓 ノ靜脉血 ヲ誘導 スル靜脉管 ハ,多 クハ頭蓋骨壁 ノ骨溝或ハ骨管 ヲ經過 ス

ル ヲ以 テ「エックス」放線 ニ依 リテ大部 ハ描出 シ得ル コトハ既 ニアル ツール,シ ュ

ラーA. Schullerノ 唱道 セル所 ナ リ.而 シラ靜脉管タルヤ,正 體 ニ於 テモ屡種 々

ナル異型 ヲ呈 シ,就 中頭蓋及 ビ頭蓋腔 内疾患 ニ際 シテ見ル複雜 多様 ノ變 化ハ臨

牀上重大 ナル意義 ヲ有 スル モノ トス.例 ヘパ腦腫瘍摘 出 ニ當 リ板障靜脉著 シク

擴張 セル ヲ豫知顧慮 スルコ ト無 ク穿顱術 ヲ施行 センカ,時 ニ夥 シキ出血 ヲ招 キ

手術 ヲ一 時中絶 スル ノ止 ム無 キニ至 ルガ如 キ或 ハ更 ニ進 ンデ靜脉竇 ノ血栓形成

及 ビ所謂出血性腦髓軟化 ヲ惹起 スルガ如 キ文献 例 ニ照 シテモ明白 ナリ.

尚 ホ頭蓋及 ビ頭蓋腔内疾患 ニ際 シ頭蓋靜脉管 ニ現 ハルル變化ハ疾患 ノ補助診

斷法 トシテ多大 ノ價値 ヲ有 スルモノ トス.文 献 ヲ通覧 スル ニシュラー氏骨性頭

蓋靜脉管 ノ「エックス」放線描寫 ノ可能 ナル ヲ説 キ,其 ノ臨牀上應用 ノ端緒 ヲ拓

キシ以來,本 問題 ニ就 キテノ研究寔 ニ鮮 ク,僅 ニ一例 一證 ノ記載 ヲ散見 スル ニ

過 ギズ,只 ダ西紀1916年 ホイエルHeuer及 ビ ヂンディーDandy五 十例 ノ腦腫

瘍患者 ノ頭蓋 「エックス」放線映像 ニ就 テ研索 シ,骨 性頭蓋靜脉管系統就中板障

靜脉ノ擴張 ヲ認メ,稍 本問題 ニ就 キテ概括的論斷 ヲ下 セ リ.

正體 ニ於 ケル異型 ニ就 テハ殆 ド解剖學者 ノ剖檢上 ノ研究記載 ニ止 マ リ,「 エッ

クス」放線描寫上 ノ報告極 テ勘 シ.

著者 ハ最近本問題 ニ關 シテ柳 力研索 スル所 ア リ,文 獻記載 ノ例證 ト對照較察

シ,以 下其 ノ梗概 ヲ敍述 シ以 テ卑見 ヲ下 ナン ト欲 ス.

抑 モ頭蓋靜脉系統ハ身體 ノ他部 ニ於 ケル ト其 ノ趣 ヲ異 ニシ動脉 系統,毛 細管,

多發性バ ヒオニー氏窩 内腦嵌頓,腦 脊髓 液壓等 ノ影響 ヲ蒙 ルモノニ シテ,正 常

ノ關係 ニ於 テハ腦髓靜脉血 ノ誘導 ニハ内頸靜脉 以外 ニ乳嘴靜脉 テン トリニー氏

導血管,後 顆靜脉,眼 靜脉,卵 圓孔部靜脉,下 岩様竇 ト〓窩 ヲ蓋 フ靜脉 トノ結

合,板 障靜脉 ノ如 キ多數 ノ頭蓋内外ノ交通存在 シ,頭 蓋腔内壓元進 ニヨリ頸靜
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脉 孔 ヨ リノ誘 導障碍 サルル ニ到 ラバ,上 記交 通路 擴張 シ以 テ或 ル程 度迄 中樞 神

經 系統 ノ防禦 保 證 ヲ計ル モ ノナ リ.

頭 蓋靜脉 管 ヲ別 ツテ三種 トス,曰 ク

一 ,硬 腦膜 靜脉 竇 ノ骨 溝(Furchen der Sinus durae matris)

二,板 障 靜脉骨 管(Kanale der Venae diploeticae)

三,導 血管骨 管(Kanale der Emissarien)

第 一 章　 硬 腦 膜 靜 脉 管

「エックス」 線 描寫 上 問題 トナル ハ下 記 三者 トス .

第 一節　 上 矢 状竇Sinus longitudinalis superior

ワァレー ケルWalekerハ 剖 檢 百例 ニヨル 所 見 ヨ リ上矢 状竇 ヲ單 純型Einfacher

 Typus及 ピ窩型Lakunarcr Typusノ ニ型 ニ分 テリ.前 者 ハ其 ノ骨 溝 ノ邊 縁 正 直

ニ シテ,隙 窩構 成微 弱 ナ リ.反 之 後者 ハ隙窩 構成 強 シ.而 シ テ氏 二據 レヲ隙窩

構 成 ハ年 齡及 ビ頭蓋 構 造 ノ影響 ヲ受 クル モルニ シテ,一 般 ニ高 齡 者 ニ於 テハ窩

型 ヲ見 ル コ ト多 ク,而 シ テ本型 ニ於 テハ靜脉 竇 ノ後 三分 ノ一部 ニ於 ケル外 傷 ハ

高度 ノ出血 ヲ招 ク虞 ア リ,又 本 型 ニ於 テハ穿 顱術 ニ當 リ正 中線 ヨリ二 仙 迷 距 レ

ル部 ニ於 テモ,尚 ホ隙 窩 損傷 ノ危險 アル モ ノ トス.氏 ハ又長 頭顱Dolicocephalen

ニハ單純 型 ヲ短歌 顱Brachycephalenニ ハ窩 型 ヲ見 ル ヲ常 例 ナ リ トス .是 レ等 關

係 ハ外傷 及 ビ外 科 的侵 襲 ニ當 リ顧 慮 ス べ キモ ノ ナ リ.

上 矢状 竇 ノ異型 ニ關 シテハ ホイ レー,メ ル ケルHeule-Merkelハ 其 ノ全 缺損,

發 育未 完 及 ビ異 常 分岐 即 チ二枝 ニ分岐 シ,中 間 ニ小 島嶼 ヲ介 シ再 ビ結 合 セル例

證 ヲ報 告 セ リ.

上矢 状 竇 ト兩 側横 竇 トノ交會部 ノ角度 ニ就 チハ ブ ランチュリーBluntsehliニ 據

レバProsimiern (100-130°)ヨ リAntropomorphen及 ビ人類(170-180°)ニ 到

ル迄 漸 次増 加 シ,又 之 ト相 頡頏 シテ横 竇 ノ兩側 不 均等 ノ傾 向増 加 ス トス.

第 二節　 横 竇及 ビS字 状竇Sinus transversus et sigmoideus.

右側 横 竇及S字 状竇 ハ多 數 ノ場 合左 側 ヨ リ發 育 ヨク尚 ホ ボ リー ツェルPollitzer

ハS字 状竇 ノ發 育 高度 ナル 場合 ニハ,顳 〓 骨 ハ主 トシテ板 障性 或 ハ硬 化性乳 嘴
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部 バ有 シ,乳 嘴 蜂〓 ノ發 育 不完全 ニ シテ反之S字 状 資骨 溝 ノ深 サ僅 微 ニ シテ從

ツテ乳 嘴 部 ノ廣 袤大 ナル 場合 ニハ,蜂 〓 通常強 ク構成 サル ト云 フ,又 ケル ネ ル

Kornerノ 測 定 ニ從 ヘ バ竇 ノ位 置 ハ頭蓋 形態 ニ關聯 ヲ有 スル モ ノ ニ シテ,短 頭 顱

ニ於 テハS字 状竇 ハ長 頭顱 ニ於 ケル ヨリ一 般 ニ前外 方 ニ突 進 セ リ ト.

側 竇 ノ限局 性嚢状,憩 室様 或 ハ球 状 擴張 ニ就 テ ハ ツッケル カ ン ドルZucker

kandl(二 例),ハ ー ンHahn(二 例)及 ビハル トマ ンHartmannノ 記載 ヲ見 ル.

ツッケル カ ン ドル ノ第 一例 ニ於 テハS字 状 竇球 状 ニ擴 張 シ,爲 メ ニ骨 ヲ潰敗 シ,

外 部 ニ穿 孔 シ,其 ノ第 二例 ニ於 テハ,横 竇 ハ右側 乳嘴突 起部 ニ於 テ,約 一五 密

迷徑 大 ノ擴張 ヲナ シ,頸 蓋 骨 皮質 ニ及 ブ ヲ觀 タ リ.

ジャックjacquesハ 又 八歳 ノ狼 咽 ノ小 兒 ニ乳 嘴導 血管 部 ニ於 テ側 竇 ヲ直接 ニ

乳 嘴突起 皮下 ニ認 メタ リ ト謂 フ.

實驗例 一　 (第 一 圖)ハ 「エックス」放 線映 像 ニ於 ケルS字 状 竇 ノ限局 性 擴張

ヲ示 スモ ノ ニ シテ,臨 牀 上 後頭蓋 腔 ノ症 状(頭 痛,眩 量,嘔 吐)ヲ 具 備 シ,「 エッ

(第 一 圖)

クス」線映像 ニ於 ラ乳嘴中部 ニ卵圓,榛 實大 ノ境界劃然タル透影 ヲ認 メ,其 ノ

下縁 ヨリ乳嘴導血管 ハ蛇行状 ニ彎曲 セル,口 徑約二仙迷長徑三仙迷 ノ骨管 トシ

テ後方 ニ向 ヒ經 過ス.

S字 状竇 ノ發育不全 ハ比較的屡遭遇 スルモノニシテ,ト ラべル トTravaertニ
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據 レバ三 「プ ロセン ト」ノ割 ニ見 ラル ト謂 フ,ブ ー エBuhe及 ピウォル フWolffハ

S字 状 竇 缺損 ル例 證 ヲ記載 シ,メ ー イMay又 其 ノー 例 ヲ追 加 ス.

竇 發育不 全症 ノ場 合 ニハ同側 内頸 靜脉 モ又 細 徑菲 薄 ナ リ,但 シ斯 ル 場 合代 償

ノ意味 ニ於 ラ同側 乳嘴 導血管,〓 導血管 或 ハ岩様 鱗 状竇 強 ク發 育 セ リ.岩 様鱗

状 竇 ノ排 泄 道 ハ多數 哺乳 動物 ニ見 ラルル顳 額 管Canalis temporalisニ ヨ リ,是

ハ額骨突 起 根部 ニ於 テ開 口 ス(Blutschli),或 ハForamen spinasumヲ 通過 スル

中硬 腦膜 靜 脉 ニ ヨ リ横竇 ト結 合 シ之 ヨリForamen jugulare spuriumヲ 通 過 ス

ル 導血管 ニ ヨ リ,外 頸 靜脉 ニ達 ス ト云 ハル.横 竇 及 ビ所 屬 内頸 靜脉 ノ發 育不 全

ハ,耳 性膿 毒症 ノ手術 的療 法 ニ際 シ重大 意義 ヲ有 ス,之 ハ患 者 ニ シテ内頸靜 脉

結 紮 後若 シ他側 靜脉 竇 ノ發 育不 全 存 在 セ ンカ該側 環 流 ノ不 全 ヲ來 ス懼 ア レバ ナ

リ.

文獻所載 ノ例症 ヲ較察 スルニ次項記載 ノ變化存在 ノ場合 ニハ, S字 状竇發育

不全 ノ疑 ヲ置クペ キモノ トスべキカ.

一 ,乳 嘴導血管異状 ニ大 ナル時.

二,狹 小 ナル頸靜脉孔或 ハ内頸靜脉發育不全 ノ場合.

三,岩 様鱗状竇 ノ發育強 キ場合.

四,乳 嘴蜂〓 ノ發育佳 良ナル場合(少 ク トモS字 状竇 ノ擴張及 ビ前置 ヲ除

外 ス)

乍併是ハ文獻較察上 ノ推論 ニ止 リ將來精細 ナル研究 ニ俟 ツべ キモノ トス.

上矢状竇及 ビ横竇骨溝ハ又早熟性骨癒合 ニ基 因スル 狹 窄 頭 蓋Kraniostenose

就中塔状頭蓋 ノ際 ニ異常 ニ深 キヲ認 メ,時 ニ爲 メニ所々頭蓋骨 ニ大 ナル間隙 ヲ

形成 スルニ到ル.

實驗例二

著者ハAkrokephalosyndaktylie nach Apertノ 一例 ニ於 テ同様變化 ヲ認 ム而 シ

ラ同時 ニ横竇經過異常 ヲ件 ヘ リ.頭 蓋骨穹隆部ハ頭水腫様菲薄 ニ シテ指状壓痕

極 テ深 ク,骨 縫際 ヲ認 メ得ズ,上 矢 状實下端 ヨリ三角縫合部 ニ於 テ各側靜豚溝

分岐 シ斜 ニ前下方顳額岩様 部 ニ向 テ走行 シ,其 ノ右脚 ノ約中部 ヨリ同様廣 キ靜

脉管分岐 シ前方 ニ向 ヒ, S字 状竇 ノ前額面 ニ於 テ急 ニ盲状 ニ了ル.
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第 三 節　 期 蝶 顱 頂 竇Sinus sphenoparietalis, Merkel'scher Sinus,

 Sinus alae parvae.

ス ペ リノSperinoノ 記載 ニ從 ヘ パ, Vena magna anastomotica Trolard及 ビ

Vena magna anastdmotica horizontalisノ 連續 トシテ腦 膜 靜脉 ヨ リ發 ス.シ ュラー

氏 ハ稀 ニ異型 トシテ頭 蓋腔 内壓 ノ正 常 ナル場 合 ニ於 テモ其 ノ口径 一 密迷 以上 ニ

達 スル コ ト在 リ ト云 フ.

實驗 例三　 (第 二圖)兩 側 醐 蝶顱 頂竇 ノ不 均等 ナル發 育 ヲ示 ス モ ノニ シテ右 側

ニ於 テハ共 ノ口脛 二密 迷,左 側 ハ之 ニ倍 シ,其 ノ上 端 ニ於 テパ ヒオニー 氏窩 強

度 ニ構成 シ,爲 メニ頭蓋骨 壁 菲薄 トナ リ且僅 ニ膨 隆 ス.

(第 二 圖)

斯 カル 強度 ノ發 顯 ハ靜脉 血環 流 ノ局 所 障碍 或 ハ 一般 的障 碍 ニ基 因 スル モ ノ ニ

シテ,前 者 ハ頭 蓋底 中頭蓋 窩 ニ存 在 スル腫 瘍 ノ爲 メ海 綿竇 ガ壓 迫 サルル 場 合 ニ

最 モ屡 遭遇 スル所 ナ リ.シ イギノル フ〓ーSighinolfi又 該竇 ノ 「エック ス」線映 像

ノ診斷 的價 値 ヲ證 ス.

第 二 章　 隙 窩Lacunen

ブ レー ムBremノ 詳 細 ナル記載 ニ從 ヘバ,其 ノ一部 ハ蜘 蛛 網膜 絨 毛 ノ發 育 ニ

因 ル壓迫(Pacchionische Grubchen im eugeren Sinne)ニ ヨ リ,一 部 ハ蜘 蛛網 膜絨 毛

ヲ内容 トセルParasinnale Zottenlacunenニ 因ル壓 迫(sog. "Trolard" sche Gruben)

ナ リ.
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時 ニ頭蓋骨 内面 ノ總 テノ部分 ニ渉 リ見 ラルルモ,就 中好發部位 タルハ頭蓋穹

窿部 ニ於 テハ上矢状竇周圍殊 ニ大〓門部 ニシテ,頭 蓋基底部 ニ於 テハ兩側中頭

蓋窩基底 ナ リ.

而 シテ頭蓋穹隆部 ニ於 ケルモノハ基底部 ニ於 ケル ヨリ一般 ニ大 ナ リ.小 見期

ニ於 テ既 ニ存在 スル ト雖 モ,八 歳 ニ至 〓迄ハ罕 ニシテ且其 ノ發育未完 ナリ,其

ノ後 ハ毎常存在 シ年齢 ト共 ニ漸次増加 シ,男 子ニ於 テハ女子 ヨリ其 ノ數多 シ.

頭蓋 内壓亢進 ル際 ニハバ ヒオニー氏窩 ハ多 クノ場合著 シク擴大 ス.(ス ミス

Smithニ 據 レバ 「バル カン」半島 ル住 民 ニハ大〓門後部 ノパ ヒオニー氏窩 ハ著

シク發育 セ リト)

シュラーハ既 ニ慢性腦壓亢進及 ビ癲癇 ノ例症 ニ就 テ詳細 ナル研 索 ヲナ シバ ヒ

オニー氏窩部 ニ於 ケル大靜脉束 ノ存在 ヲ提唱 シ,尚 ホ此 ノ靜脉束 ノ爲 メニ硬腦

膜著 シク緊張 シ,次 デ骨 ヲ潰敗 シ限局性頭痛 ヲ惹 起 シ又 ハ腦皮質 ヲ刺戟 シテ腦

症状 ヲ招來スル コ トア リト云 フ.ア スマンAssmann又 パ ヒオニー氏窩 ノ擴張 ハ

永 ク偏頭痛徴候 ノモ トニ經過 シ遂 ニ骨缺損部 ノ確認,或 ハ波動性腫瘤 ヲ發見 ス

ル ニ至 リ初 テ其 ノ原因 ヲ明 ニスル コトア リト謂 フ.

實驗例四　 (第 三圖)ハ 蝴蝶顱頂竇及 ビバ オニー氏窩 ノ偏側擴張 ヲ示 ス,三 十

八歳,腦 腫瘍 ノ男 子ニ シテ自覺的 ニ只ダ頑固ナル頭痛 ヲ訴 へ,他 覺症状 ヲ缺如

(第 三 圖)

ス,「 エックス」 放線 映像 ハ頭蓋 ノ大 サ及 ビ形 状 正常,均 齊 ,厚 徑 五 密 迷,内 面

平 滑,基 底 部 形象 正常,「 トル コ」鞍 ノ形 態及 ビ大 ナ之 ニ相 當 シ,鞍 背 ハ肥 厚 セ
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リ,兩 側顱 頂骨 殊 ニ左側 ニ於 テバ ヒオニー 氏窩 ノ數 極 テ多 數 ニ シテ且深 ク,右

側蝴 蝶顱 頂竇 ノ骨 溝 ノ口徑 二密 迷,反 之 左側 ハ其 ノ廣 徑基 底 部 ニ於 テ平 均十密

迷 ヲ有 シ上 方 ニ向 ヒ漸次 減 ジ,其 ノ上 三分 ノ一部 ニ於 テ口徑 各 四密 迷 ノニ枝 ニ

分 岐 ス.

既述 ノ如 ク主 トシテ偏 側 ノ蝴 蝶顱 頂竇 及 ビバ ヒオ ニ一氏 窩 ノ擴 張 ハ顱 頂骨 領

域 ニ於 ケル上矢 状 竇 ノ壓迫 ニ基 因 ス トノ見解 ハ手術 所 見 ニ於 テ之 ヲ立證 シ得 タ

リ,即 チ本 例 ニ於 テ該 部 硬腦膜 ニ發生 セル手拳 大 ノ内被細 胞腫 ナ リ.

第 三 章　 頭蓋 外竇Sinnus pericranii (stromeyer)

本症 ハ尚 ホVarix spurius communicans (Heirecke), Fistule osteovasculaire

 (Dufour), Varix spurius venae diplveticae (Hecker) Varix supurins tranmaticus

 simplex (Bruns)等 ノ名稱 ノモ トニ記載 サ レシ軟性 頭 蓋 ニ位 スル靜 脉血 腫瘍 ニシ

テオ ブ レーAuvrayニ 據 レバ稀 ニ外傷 即 チ硬 腦 膜 竇就 中上 矢 状竇 或 ハ導 血管 ガ

外傷 ノ爲 メ斷裂 シ,骨 膜 下 ニ出血 ヲ來 タ ス ニ基 因 スル コ トアル モ,多 數 ノ場合

先天性 崎 形(Sinnsokele)或 ハバ ヒオニー氏窩 部骨 潰 敗 ニ基 因 スル モ ノナ リ ト云

フ.尚 ホ罕 ニ頭蓋 周圍 血管腫 ノ爲 メ骨 潰敗 サ レ腫 瘍 ト靜脉 竇 トノ交 通 スル ニ因

ルレ.

頭蓋 外竇 ト頭 蓋 内靜 脉竇 トヲ結 合 スル骨 孔 ハ裂 隙,若 ク ハ圓形,星 芒 状 孔 ヲ

ナス.是 レ等血 液嚢 腫 ヲ圍続 シテ時 ニ骨 性 輪状肥 厚 ノ構成 ヲ見 ル コ トア リ.

レバ ン ドゥス キーLewandowskiハ 二十五 歳 ノ兵 士 ニ先 天性 頭蓋 外竇 ノ一 例 ヲ

報告 シ,「エックス」線映 像 トシテ約 五密 迷 ノ正 圓孔 ヲ證 セ リ.プ レス ネルPlessner

ノ例證 ニ於 テハ 「エック ス」線撮影 所 見陰性 ナ リ.ボ ル チャル ドBorchardtハ 進 行

性 頭蓋靜脉 擴張症Phlebelctasia cranii progressivaノ 名 稱 ノ モ トニ上 矢 状竇部 海

綿 様血管腫 ニ横 一直竇 及 ビ硬 腦膜 靜脉 ル著 明 ナル擴 張 ヲ件 ヘル 例症 ヲ記載 シ.

又 上矢 状竇 ノAngeborene Hamatokeleノ 名稱 ニ テゴァイ アンヌGoyanes及 ビ

ウォロ ジェッフWorobjeffノ 記載 ヲ渉 猟 シ得.ゴ ァイ ア ンヌ ノ例 證 ハ二十歳 ノ男 子

ニ鶏 卵大 ヲ超 ユル腫 瘍 ヲ形成 シ該 部 ニ相當 シ,十 五 密 迷徑 ノ骨 缺損 ヲ證 明 シ,

該 缺損 内部 ニ小 ナル移 動性骨 櫛 ヲ證 シ,「 エックス」線 映 像 ハ恰 モ オル ム氏 間骨

ニ類 似 ノ状 ヲ呈 セ リ.

ウォロ ジェッフ ノ 第 一例 ハ 小〓 門部 ニ於 ケル豌 豆 大骨 缺損 ヲ認 メ點 頭 ノ際 該部
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ニ梅實大 ノ僅 ニ搏動 スル藍青色 ニ透視 スル腫瘍 ニ シテ,同 氏第二例 ハ小〓 門前

方約五仙迷部 ニ鉛筆徑 ノ約十仙迷 ノ長 サヲ有 スル靜脉 ヲ認 メ,波 動 ヲ呈 シ點頭

ニ ヨリ腫瘍約 二倍大 ニ増大 スル ヲ認 ム,而 シテ小〓 門部 ニ 「ベ ンニッヒ」大 ノ骨

缺損 ヲ證ヌ.

両ホ ライフルReichlハ 靜脉竇異常 ニ伴 フ前頭部 ニ於 ケル搏動性靜脉瘤 ノ表

題 ニテ記載 セル例證 ニ於 テハ二十六歳 ノ男子,眉 毛上二横指,正 中線 ヨリ右側

ニ約三仙迷半部ニ橢圓形,稱 藍青色 ニ透見 シ且極 テ僅 ニ隆起 セル部 ヲ認 メ剖檢

ニ據 リ上矢状竇正常,顱 頂部 ニ於 テ顱 頂骨 ノ前頭角及 ビ後頭角 ノ中間 ヨリ僅 ニ

前方 ニ於 テ右側 ニ向 ヒ,前 者 ヨ リ直角 ニ分岐 シ,之 ト殆 ド同徑 ノ靜脉管 ヲ認 メ,

約四仙迷 ノ經過後T字 状 ニ分岐 シ,後 方 ニ向ヘル枝 ハ約七仙迷經過後腦膜靜脉

ノ徑 トナ リ,更 ニ分岐消失 シ,前 方 ニ向フ枝 ハ漸次口徑 ヲ減 ジ前記前頭骨部導

血管 ニ達 ス.

實驗例五

著者ハ二十歳 ノ顔面半側漸進痩削患者 ニ前額皮膚 ノ萎縮部 ニ於 テ前記例證類

似 ノ靜脉擴張 ヲ認 メク リ.

第 四 章　 導 血 管Emissarien

「エックス」線描寫上主 トシテ問題 トナルハ乳嘴導血管Emissarium mastoideum

ナ リ,ス ペ リノSperinoニ 依 レバ之ハ乳嘴部 ヲ貫通 シ,又 時 トシテ後頭乳嘴縫

合或ハ後頭骨 ニ存在 ス ト云 フ.其 ノ口徑及 ビ外開口ノ數 ハ頗 ル多様 ナ リ,右 側

側竇ガ多 ク ノ場合其 ノ構成強大 ナル ガ如ク,右 側導血管 モ從 ツテ大 ニシテ且屡

多發 スル ヲ見ル.

S字 状竇缺損 ノ際同側導血管ガ著 シク發育 セルハ前段敍説 ノ如 シ.以 下記載

ノ著者實驗例 ハ腦壓亢進 ノ際 ノ乳嘴導血管 ノ擴張 ヲ示 スモノナ リ.

實驗例六　 (第 四圖)二 十二歳,男 子,臨 牀上頭蓋舟状崎形及 ビ兩側親神經萎

縮 ヲ證 ス,「 エックス」線映像 ニ於 テ骨癒着性頭蓋 ニ特有 ナル頭蓋基底部畸形 ヲ

認 メ横及 ビS字 状竇ハ廣 キ帶 トシテ著 明ニ認 メ得,乳 嘴導血管ハ馬蹄形彎曲 ヲ

ナシ三密迷徑四仙迷 ノ長 サヲ有ス.
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(第 四 圖)

實驗例七(第 五圖)九 歳 ノ小兒,聾 唖,「 エックス」線像 ハ塔状頭蓋 ニ特 有ナ

ル總 テノ變化 ヲ具備 シ横 及 ビS字 状竇 ハ深 ク且廣 キ溝 トシテ是 ヲ認 メ得, S字

(第 五 圖)

状竇 膝部 ヨリ乳 嘴導 血管 ハ幅徑 一密 迷,長 サ五仙 迷 ノ骨 管 トシテ後頭骨 ヲ貫 キ

尚 ホ顱頂 孔部 ニ兩側 顱 頂骨 ノ大 ナル缺損(Sog. Foramina parietalia permagna

 Pamperl)ヲ 認 ム.
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實驗例八　 (第 六圖)臨 牀診斷小腦腫瘍.

横及 ビS字 状竇骨溝 ノ幅徑大 ニシテ且前轉 シ,乳 嘴導血管ハ四仙 迷 ノ長徑,

二密迷 ノ幅徑 ヲ有 シテ迂曲 シ且側分岐 ヲ示ス.

(第 六 圖)

テ ンチニーTenchiniハ 二十 九歳 ノ男 子 ニ於 テ,上 眼〓 孔 ノ直 後 ヨ リ發 シ,前

頭骨 ヲ其 ノ全 厚徑 ニ渉 リ約五仙 迷貫 通 シ上 内方 ニ向 ヒ前額 櫛 ノ近 ク ニ於 テ頭蓋

腔 内 ニ開 口 セルニ 密 迷幅徑 ノ骨 管 ヲ認 メ,上 矢状 竇 ト眼靜 脉 ヲ結 合 スル 眼〓 前

頭靜 脉Vena orbito-frontalisニ 屬 スル靜脉 枝 ナ ラ ン トシ是 ヲEmissarium orbito-

frontalis (Tenchinii)ト 命 名 セ リ.余 ハ左 ニ酷 似例 證 ヲ 「エック ス」放線 映 像 ニ於

テ證 明 シ得 タ リ.

實 驗例 九　 (第 七圖)左 側 上眼〓 縁 頂點 ヨリ幅徑 二密 迷 ノ邊縁 明劃 ナル 透 影彎

曲 ヲナ シ ツツ上 内方 ニ前 頭櫛 ニ向 ヒ走行 ス.

(第 七 圖)
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第 五 章　 板 障 靜 脉Venae diploeticae

板障靜脉 系統 ニ關 スル造詣最モ深 キプ レッシェーBrechetニ 據 レバ,網 状,樹

枝様,或 ハ若角様Geweihartig,星 芒状分岐 ヲ區別 シ又異型 トシテ珊瑚様,蠧 朽

様型(Holzwurmstichartiger Typus)ヲ 別 ツ,而 シテ星芒型及 ビ珊瑚型 ニ於 テハ

屡靜脉 ノ窩状擴張 ヲ伴 フ ト云 フ.

板障靜脉骨管壁 ニハ殆 ド毎常大小種 々ノ開口 ヲ有 シ以 テ本靜脉 ト硬腦膜竇 ト

結合ス.ケ ェー ンCoenニ 據 レバ頭蓋 内面 ニ存在スノレ骨溝ハ時 トシタ板障靜脉 ノ

經過 ニ一致 ス是 レ内板 ノ穿開 ニヨリ板障靜脉骨管〓開 シ頭蓋 内ニ顯 ハ レシモノ

ナリ,斯 ル場合ハ該骨溝 ニ硬腦膜及 ビ板障靜脉相伴侶 シ存在スル モノ トス,其

ノ原因ハ鬱 血ニ ヨル板障靜脉 ノ擴張竝 ニ高齡者 ニ見ル頭蓋骨萎縮 ナ リ.

本骨管 ハ正常 ニハ菲薄,幅 徑一乃至三密 ニ過 ギズ,其 ノ數多様 ニ シテ,多 クノ

場合前頭及 ビ顱頂結節部 ニ於 テ最大且最多數 ナリ,頭 蓋骨厚徑 ノ大 ナル時,女

子及 ビ高齢者 ニ於 テ好 ク發育 セ リ,ア,シ ュラーA. Schuller既 ニ其 ノ診斷的價値

ニ就 テ提唱 シ又 ホイ エル及 ビデンデ〓ーハ五十例 ノ腦腫瘍例 ノ「エックス」線研査

ニ於 テ四十六例 ニ腦壓亢進 ニ基 因スノン本靜脉系統 ノ瀰蔓性擴張 ヲ認 メ,殘 餘 ノ

四例症ニ於 テハ只ダ患側 ニ其 ノ擴張 ヲ見,腫 瘍 ノ竈診斷 ニ重大ナル價値 アルモ

ノトセ リ,即 チ氏等 ハ四例症 ニ於 テ孰 レ毛頭蓋靜脉管擴張側 ニ於 ヲ擴張 セル板

障靜脉 ニヨリ園繞 サレシ領域 内ニ硬腦膜 ノ内皮細胞腫 ヲ發見 セ リ.

以下例證 ニ於 テ著者 ハ頭蓋 内轉機 ニ際 シ靜脉管 ノ種 々ナル態度 ヲ示 サント欲

ス .

第一節　 瀰蔓性腦壓亢進 ニ際 シ,板 障靜脉 ガ一般的 ニ

擴張 セル場合.

實驗例十(第 八圖)

四十三歳,男,臨 牀主徴頑固ナル頭痛.

「エックス」線映像,頭 蓋中等大,形 状正常,内 面平滑,「 トル コ」鞍各徑 ニ著

シク擴大 シ鞍背ハ極 ヲ菲薄,前 牀上突起肥厚 シ,頭 蓋穹窿部ニ瀰蔓性 ニ多數 ノ

廣 キ靜脉溝 ヲ認 ム.
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(第 八 圖)

實驗例十一　(第 九圖)

十七歳,男 子,既 往症 トシテ五歳 ノ時車 ヨリ墜落 シ頭蓋外傷 ヲ被 ル,臨 牀主

徴 ハ癲癇發作.(十 五歳 以來)

「エックス」線像,頭蓋穹窿部各徑中等大ニ頭水腫様 ニ擴 大 シ,厚徑 四密迷,内 面

平滑,骨 縫際 ヲ認 ム,左側前頭葉 ノ中央 ニ大 ナル不規則 ノ形態 ヲナ シ鋸齒状邊縁

ヲ有 スル石灰化竈 ヲ認 ム.(恐 ラク外傷性腦出血 ニ因スル腦石Gehirusteinナ リ.)

板障靜脉網 ハ著 シク擴張 ス就中顱頂結節部 ノ星芒状靜脉 ニ於 テ然カ リ.

(第 九 圖)
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實驗例十二　 (第 十圖)四 十五歳,男 子.

臨牀上不 明腦症状 ヲ呈 シ「エックス」線映像 ハ全頭蓋穹窿 ニ亙 リ極 テ多數且大

ナル星芒型靜脉管 ヲ認 メ,前 頭及 ビ顱頂部 ニ於 テハ個 々靜脉幹 ノ口徑 ハ四密迷

ニ達ス.

(第 十 圖)

實驗例十三

五十二歳,男 子,臨 牀主徴癲癇性精神朦朧 状態 ノ性質 ヲ有 スル週期的精神症,

「エックス」線映豫 ハ頭蓋穹窿兩半 ニ極 テ多數且大 ナル網状及 ビ星芒型板障靜脉

ヲ認 ム,左 側顱頂骨 ニ於 ケル靜脉星芒ハ其 ノ中心 ニ於 テ十二密迷徑 ニ達 シ,個

個靜脉管 ハ五密迷徑 ナリ.

第二節　 偏側靜脉管 ノ擴張 セル場合.

實驗例十四　(第 十一圖)

五十四歳,男 子,臨 牀診斷左顱頂葉腫瘍,「 エックス」線映像 ニ於 テ頭蓋骨穹

窿部厚徑三密迷,内 面平滑,左 側頭蓋 ノ板障靜脉 ハ極 テ高度 ニ擴張 シ網状分岐

型 ヲ示 シ,頭 蓋右半 ニハ左半ニ比 シ著 シク僅小且細小 ナル靜脉管 ヲ認 ム.
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(第 十 一 圖)

實驗例十五　 (第 十二圖)

五十二歳,女 子,臨 牀主徴,癲 癇(十 二歳 ニ頭部外傷 ヲ被 リシ後)「 エックス」

線映像,右 側顱 頂骨 ノ後部 ヲ平均六密迷幅徑 ノ靜脉管顱 頂々部 ヨリ横竇 ニ向 ヒ

走行ス其 ノ上端 ヨリ各方向ニ狹小 ナル靜脉管分岐 ス,尚 ホ右側蝴蝶顱頂竇ガ強

ク擴張 ス.

(第 十 二 圖)
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第三節　 限局的板障靜脉擴張 ヲ起 ス場合.

實驗例十六

三十歳,男 子,耳 翼 ノ上方 ニ頭蓋骨缺損 ヲ有 シ(小 兒期 ニ於 テハ外傷 ニ因ス

ト云 フ),「エックス」線映像所見 トシテ骨缺損部 ニ該當部 ニ骨性頭蓋壁ハ限局性

菲薄及 ビ膨隆 ヲナシ其 ノ中央 ニ長徑 四仙迷,幅 徑十二密迷 ノ骨 缺損 ヲ認 ム,其

ノ邊縁鋭利分界葉状ニ シテ前方及 ビ後方ニ向 ヒ鋭利 ナル尖端 ヲ以 テ絡 リ上下縁

ハ僅 ニ波状 ヲナス是 レ明 カニ幼少時 ニ發生 シ爾來腦髓 ノ發育 ニ據 リ擴大 サレシ

頭蓋骨裂隙 ナリ.

缺損部上部 ニ於 テ骨映像 ハ斑點状及 ビ索状透影 ヲ認 ム(是 レ恐 ラクハ左側顱

頂板障靜脉 ノ靜脉瘤様擴張 ニ因 ス)左 側顱頂骨下部 ニ腫瘍存在 シ爲 メニ頭蓋骨

ニ限局性靜脉鬱血 ヲ惹 起セル ニ因ル.

尚ホ頭蓋板障靜脉管 「エックス」線像 ノ知識 ハ爾他骨變化 ノ際 ノ映像 トノ鑑別

ニ必要 ナルモノナリ,此 處 ニ二三鑑 別 ヲ要 スル映像 ニ就 テ敍説 セン ト欲 ス.

(一)頭 蓋内空氣途入所謂Encephalographieノ 際大腦凸面 ニ顯 ハルル蜘蛛網

膜下腔隙 ノ映像ハ板障靜脉 ニ類似 ノ分岐 ヲ呈 ス.

(二)ヲ ル ム氏骨 ノ縫合隙モヌ板障靜脉又 ハ頭水腫,骨 脆弱症Osteopsatyrosis

及 ビDysostosis　cleidocranialisト類似 ル像 ヲ呈 ス.

(三)蔓 状 動 脉 瘤 ノ際 ニ見ル中硬腦膜動脉 ル骨溝 ル變化 モ又臨牀上顧慮 スベ

キモノニシテ,ク レールモ ントClairmontイ ルゼ ンシュミュトIlsenschmidt及 ビ

シュミットSchmittノ 例症 ニ於 テ孰 レモ 「エックス」線像 ニ於 テ中硬腦膜動脉骨溝

ル幅徑極 テ大且蛇行 シ尚ホ樹枝様叉状分岐 ヲ呈セ リ.

(四)頭 蓋骨黴毒性骨質粗鬆Osteoporoseニ ヨリ又 板障靜脉管網 ニ類似 ノ像

ヲ呈 ス是 レアシヨッフAschoffノ 論 ぜルガ如 ク,黴 毒性肉芽組織 ハ好 ンデ靜脉管

ニ沿 ヒ蔓延 シ爲 メニ板障靜脉 ノ分岐 ニ相當 スル透影 ヲ示 スモ ルナ リ,但 シ其 ノ

境界板障靜脉管映像 ニ於 ケル ガ如ク明劃 ニ非ズ.

(五)頭 蓋骨龜裂 モ又類似映豫 ヲ呈 スル コ トアル モ板障靜脉骨溝映像 ヨリモ

細 ク且其 ノ影像濃暗 ナリ.

第 六 章　 頭蓋腫瘍 ル際ニ見ル靜脉管 メ變化

軟性及 ビ骨性頭蓋 ノ巨大 ナル腫瘍 ニ際 シ板障靜脉 ニヨル靜脉血 ノ誘導障碍 サ
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シ,該 靜脉管著 シク擴張スルコ トアリ,著 者ハ顱頂骨 ノ手拳大癌腫轉移 ニ於 テ

幅徑 四密迷 ニ及 プ靜脉管 ハ腫瘍部 ヨリ頭蓋基底 ニ向 ッテ走行 セル例症 ヲ經驗 セ

リ.

總 括

(一)「 エックス」放線撮 影檢査ニ ヨリ頭蓋靜豚 管(硬 腦膜竇,導 血管及 ビ板障

靜脉)ノ 口徑,分 岐状態及 ビ複雜多様ナル異型 ヲ描 出 シ得.

(二)靜 脉管映像バ一面 ニ於 テ頭蓋 ノ解剖學及 ビ人類學上研索ノー補助法 ト

ナ リ,他 面 ニ於 テ外科醫 ニ手術前 ニ顧慮 スベキ靜脉管 ノ詳細 ヲ豫知 セシム,就

中穿顱術 ニ當 リ板 障靜脉,乳 嘴突起 手術 ニ際 シS字 状竇 ノ關係ハ臨牀上重大 ナ

ル意義 ヲ有 スルモノナリ.

(三)頭 蓋及 ビ其 ノ内容ノ疾患 ニ際 シ見 ラルル頭蓋靜脉管 ノ變 化ハ同様 「エッ

クス」放線 ニヨリ描 出 シ得ル モノニシテ,且 診斷 ノ一補助法 タリ,就 中慢性腦

壓亢進 ノ際 ニ見ル瀰蔓性擴張及 ビ培殖及 ビ腦腫瘍 ニ當 リ見 ル靜脉 管 ノ限局性變

化 ナ リ.

(四)頭 蓋骨黴毒性疾患 ニ基 因 ヌル板障靜脉管部變化竝ニ頭蓋外竇 ニ際 シ認

メ ラル ル 「エックス」放線映像ハ臨牀上興味 アル事實 ナリ.

(五)頭 蓋靜脉管 「エックス」放線映 像 ノ知識 ハ爾他骨疾患變 化ノ映像(例 ヘバ

頭蓋骨缺損,頭 蓋骨龜裂,蔓 状動脉瘤, Encephalographie)ト ノ鑑別 ニ必要 ナル

モノナ リ.
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