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請 書

従来骨の血管構築の研究は長骨を用いて,墨汁

注入法1~3), 血管造影法2-9), 血管鋳型法4･10)な

どによって行われており,骨組織-の血管分布 と

骨形成や骨吸収 との関係1～9),骨髄および骨質内の

血管走行 と血流の問題や各種骨疾患と血流の関係

2,9･11-15)など広い範囲にわたって研究されている｡

しかし,血管の微小構築については,骨が硬組織

であることと骨髄腔という閉鎖空間を持つ特殊構

造体 であることからその検索方法は難 しく,そ

の微小構造はもとより血流調節,骨の改造との

関係などで多くの未解 決の問題が残されている

2･5･13･16,17,18)｡そこで, 長骨におけ る血管分布

を立体微細構造学的に明確にする目的で,先ず骨

膜の血管構築を観察し,骨膜の形態と機能 と血管

分布 との係 わりを明らかにするために本研究を試

みた｡

材 料 と 方 法

材料にはwistar系成熟雄ラット (体重260-350

g)を用いた.検索部位ね,観察を容易にするた

め筋付着部による表面骨構造物が存在しない平担

な腰骨骨幹後面で,腰骨栄養動静脈が入る栄養孔

領域 とした｡

方法は先ずェ-テル麻酔下で開胸したあと,血

管潅流を容易にするため右心房を開放 した｡次に

上行大動脈にカニュ十レを入れ,血管拡張剤 (ス

-ナ-刺 :科研化学,潅流液 500mE中に 3/100mg

投与)を混入した生理的食塩水 (36℃)を用いて

約 1分間血管潅流を行った.血管鋳型作製風の

mercox樹脂液 (大日本インキ) を目的領域に確

実に注入するため,新たにカニューレを腹大動脈

の末端部に設置し直し,mercox樹脂液を5mE注

入した｡その後は樹脂液の室温重合時間に余裕を

もたせて完全に重合硬化し終るまで約15分間放置

した｡被検動物から目的の腰骨を軟部組織をつけ

たまま摘出し,次にこれに付帯する筋肉を骨膜お

よび血管系を損わないように注意し双眼実体鏡下で

可能な限り除去した｡更に,腫骨を次亜塩素酸ナ ト

リウム溶液 (10.0%)に約 2時間浸漬して残った

軟部組織を除去し,水洗後自然乾燥して試料を作

製した｡試料は Eiko113-3型 イオンコ-タ-

で250-350Åの厚さに金蒸着を施し,HitachiS

SM-2型 走査電子顕微鏡により加速電圧20KVで

観察した｡
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結 果

検索領域骨膜の大部分には前腰骨動静脈から分

かれる栄養動静脈の分枝が,またその内側方の一

部の領域には後腰骨動静脈の分枝が分布 して,そ

の血管綱工 を形成 していた｡それらは計測 してみ

ると,およそ太さ34-40pで血管鋳型の外観は丸

く縦走する線条様の内皮細胞レプ リカ像 をもつ直

線走行の小動脈,太さ14-30pで同様に外観は丸

く直線走行形をとる前毛細管動脈,太さ5-lo′一

で直走や蛇行の形状を示す毛細血管およびおよそ

ll-33pの太さで血管鋳型の外観が南平で表面に

内皮細胞の凹凸レプ リカ像 をもつ蛇行走を示す後

毛細管静脈 とこれに続 く太さ35-60FLでやは り同

様の形状 を示す小静脈であった｡そして,これら

の血管枝によって形成された網工はさらに内層 と

外層に区別された (図 1, 2)0

外層の綱工は主 として小静脈 と後毛細管静脈か

ら成る静脈系で (図 2,SV,PCV), その間を小

動脈や前毛細管動脈が縦走または横走しながら分

枝を出しつつ通過 してゆ く (図 2,PCA,矢頭,

図 3PCA)不規則形を呈 していた｡内層の網工は

毛細血管が主体 となる血管床を構成し (図 1,C

A),これに前毛細管動脈および後毛細管静脈の一

部が入り込む不規則で比較的密な骨の長軸方向と

平行 して縦長に分布する綱 目であるが,この形に

は多少の変化がみられた｡

1. 平担な骨表面に面する微小血管の構築

内層の綱工は密で不規則な縦長の綱 目を呈 し,

骨表面に接して存在していた (図1,3)｡小動脈およ

び前毛細管動脈は直走する傾向が認められたが (

図 1,SA,図 2,PCA),必ずしも骨の長軸に治

ってお互いに平行に走るとは限らず,種々の方向

に走っていた (図 1,SA,図 3,SA,PCA)｡

他方,毛細血管は骨の長軸方向に沿って走る傾向

が観察されたが (図 1,CA),複雑に吻合 して密

で不規則な網 目を作る場合 (図 3,矢頭)と骨質

内-の埋入像 (図 2, 3矢印)など併せて観察さ

れた｡後毛細管静脈は毛細血管床の外側を蛇行 し

て走る場合が多く (図 1,PCV), これらは吻合

して粗大な網 目を作ると共に,互いに合流して小

静脈へ と連絡 していた (図 1, 2,SV)｡以上の

ような血管構築に近接する骨表面の形状は,比較

的平担でしばしば骨小腔も観察された｡毛細血管

は場所によって 2層を区別するものもあり,骨表

面に近接する深部の毛細血管は骨の長軸 方向に沿

って互いに平行に走 り,そのうちの表層の毛細血

管は外層の血管綱工 と連絡 しながら複雑で粗.な走

行を示 した(図 4,CA,矢印,矢頭)｡このような

血管構築をもつ血管床の占める部位は少な く,骨

表面●はところどころ骨小腔をもつ平滑な様相 を呈

していた｡また,この部位における小動脈,前毛

細管動脈,後毛細管静脈,小静脈の走行 と吻合の

形態には特別の変化は認められなかった｡

2.凹凸な骨表面に面する微小血管構築

血管構築は小動脈,前毛細管動脈,毛細血管,

後毛細管静脈,小静脈からなる2層の粗な血管綱

工 として存在 し,その内層は毛細血管が主体で,

これに後毛細管静脈が一部加わ り,そして外層は

小静脈 と後毛細管静脈が主体であった｡小動脈は

前毛細管動脈を出しつつ外層を通過 し,内層の毛

細血管網 と前毛細管動脈を介して連続 していた｡

これらの血管枝はいずれも種々の方向-直線的な

走行 を示 したが,基本的には平担な骨表面の場合

と同様であった｡しかし,内層の毛細血管は骨表

面からやや離れて存在 し,密な綱工を作ることは

ほとんどなく,骨の長軸方向に沿って互いに平行

に走 り (図 5, 6,CA),骨の長軸に平行なおよ

そ縦長の形を呈する粗大な綱工を呈 していた (図

5, 6,CA)｡後毛細管静脈は蛇行 しつつ,順次

吻合 して外層の綱工- と移行 し,小静脈 となり,

これらの小静脈が外層の骨組みを構成 していた (

図 6, 7,PCV,SV)｡

考 察

骨幹部の骨膜には栄養動静脈 と筋束間中動静脈

との分枝による豊富な血管綱が存在し,それは皮

質骨の血管 と連絡 して皮質骨の一部を栄養すると

されている2･7,8･19)｡ その網工は小動脈,前毛細

管動脈,毛細血管,後毛細管静脈,小静脈から成
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り,混然 として骨膜の細胞層か ら線維層お よびそ

の外側領域にまでおよんでいる2,10･19)｡このよう

な構築は今回の所見で内層 と外層に区別 されたこ

とか らも確かなことであ り,内層は恐らく細胞層

か ら線維層の内側領域に一致 し,外層は線維層お

よびその外側領域に一致するものと考えられる10)0

従来,骨幹部骨膜の微小部における血管綱工の位

置 と構築の形態についての差異は明らかではなか

ったが2･14),一般に走査電顕の観察所見で平担な

骨表面は骨形成期あるいは休止期のいずれかに関

係 しているとされてお り10),従って平担な骨表面

に密摸 して存在する毛細血管は密な網工 を形成 し,

骨質に埋め込まれつつある毛細血管像はそれらが

骨形成 と深い係 り合いを有することを示唆 してい

る｡一方,平担な骨表面からやや離れて走行 し,

外層の血管層 と連絡する毛細血管は複雑な走行 を

示 し,吻合が少な く,粗大な綱工であることから,

骨芽細胞の分化や活性化の不活発な恐らくは休止

期に相当する骨面に存在するであろうと考えられ

る｡

凹凸な骨表面に面する血管構築は,その凹凸が

吸収寓に関係 した構造であることから,骨吸収時

か吸収直後で骨表面の細胞代謝に密な関係を有する

と考えられる1.0).この骨表面の毛細血管の形態は比

較的直線的な配列で粗大な綱 目を形成 してお り,

骨形成面におけるような骨形成系の細胞に対する

豊富な栄養供給のための血管綱 とは相異なって,

破骨細胞による骨吸収活動が速やかな血流を介 し

て行われていることを示唆 している｡ しか し,前

.述の如 く吸収窟様の構造が全て活発な骨吸収 を行

っている構造 を意味するわけではな く,吸収が終

了 した休止期に相当する場合 も考えられ,従って

比較的粗な綱工はその可能性 をも示唆 している｡

13

静脈性綱工で排導系 と考えられた｡また,内層の

綱工は形状の変化から骨の形成,吸収 または休止

などの各時期に呼応 して機能 していることが示唆

された｡

文 献

ま と め

ラット腰骨を用いた長 骨骨 幹部 にお ける骨膜

の血管鋳型標本-走査電子顕微鏡観察法で,微小

血管構築を検索 した｡骨膜の血管綱工は大 きく2

層に分けられ,その内層は主に骨の長軸方向に走

る毛細血管によって構成された血管床で栄養供給

系 と考えられ,外層は主に方向性のない不規則な
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付 図 説 明

SA :小動脈

PCA:前毛細管動脈

CA :毛細血管

PCV:後毛細管静脈

SV :小静脈

Ⅴ :静脈

図 1 骨膜微小血管構築の全体像.骨表面に摸し

て骨の長軸方向に走る毛細血管 (CA)とその表

層に蛇行する後毛細管静脈 (PCV) と小静脈

(SV)の粗大な綱工が観察される｡

150倍

図2 内層の毛細血管綱工 と外層の静脈性綱工を

示す｡

矢印 :骨質に埋め込まれ,埋め込まれようとし

ている毛細血管｡

矢頭 :前毛細管動脈の分岐形状｡

280倍

図3 複雑な走行をみせて網工を形成する内層の

毛細血管 (CA)と横走する前毛細管動脈(PCA)

および小動脈 (SA)｡

矢印 :骨質に埋め込まれ,埋め込まれようとす

る毛細血管｡

矢頭 :骨表面より浮き上って綱工を形成する毛

細血管｡

260倍

15

図4 複雑な走行をして外層まで侵入し,網工を

形成する毛細血管 (CA)0

270倍

矢印 :吻合する毛細血管

矢頭 :外層の毛細血管

図 5 骨表面から離れて骨長軸に平行して走行す

る毛細血管 (CA)0

135倍

図6 吸収高上を骨表面から離れて縦車する毛細

血管(CA)とその外層に形成された後毛細管静

脈 (PCV)と小静脈 (SV)の構築｡

250倍

図7 外層の静脈網工を形成する後毛細管静脈 (

PCV)と小静脈 (SV)の粗大綱工｡

130倍
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