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げられていることを考えても，ますます重要な課題の
＿つになるであろう。

幽
Par6は，

さて奇形発生は，その要因から考えて，1）遺伝的

すでに奇形発生を，1）宗教的影響によるもの，2）環

因子による奇形，2）胎内の環境因子による奇形，3）

境因子によるもの，3）遺伝因子によるものの三つに

遺伝的因子と胎内の環境因子の両者の相互作用の結果

分類している。このうち後二者は，複雑な機構に修正
されているけれども，現今もなお検討されつbある問

発生する奇形の三っに大別されるであろう。しかして
環境因子として考えられるものは，agent， eventt

題である．・8世紀後半には，J。h・H・nterをはじめ

6ircum，tance⑭などであって，これらのう巌験奇

多くの学者らが，奇形は正常胎内発生過程の修飾ない

形学上もつとも用いられ易いものはagentである。

し変化に過ぎないものと考え・また1822年にMeckel

これらは実際には，酸素欠乏，一酸化炭素過剰による

は，胎生早期のものがそのま巧貴残することにより，

中襟，高温，乾燥，放射線，ホルモン異常，ビタミン

奇形が発生すると述べているoさらに1908年にはF．

欠乏，色素，各種イオン及び蛋白質，核酸，糖などの

P・Ma11は胎生早期陣害を考えるようになつた。しか

代謝障害，ウイルス感染など多数が知られており，ま

るにユ905年L．Cu6notが黄色マウスが劣性致死遺伝

た実験動物としてはマウス，ラツテ，鶏胎などが用い

子を有することを見出してから，この方面の奇形発生

られることが多い。奇形発生に鶏胎をとり上げたの

に関する遺伝的研究が急速に進歩したため，一一m

は，1822年頃フランスの動物学者Geoffroy−−Saint−、

は奇

形発生は主として遺伝因子によると考えられ，環境因

Hilaireが発育途上の鶏胎を刺すことにより，二分脊

子によるものが，かえりみられない趨勢にあった。
しかしこれより先，19世紀はじめ頃より，奇形の発

椎，無脳症を生ぜしめたのが最初であるという。さら
に1943年Duraiswami⑭は肥大軟骨細胞層における

生機転を実験的に研究しようという気運がみられた
が，1941年Greg9⑳が妊娠3ヵ月以内に風疹に感染

glycogenのインシユリソによる影響を調べようとし
て，種々なる骨格奇形を得，1945年UrtはLandauer⑳

すると，奇形の発生する可能性が大となることを統計

が，卵黄嚢内にイソシユリンを注入し，尾部欠損，

的に証明して以来，奇形と外因との関係に対する関心
がますます高まり，最近では，遺俵にょつて発生する

粥，四肢，眼の奇形を発生せしめ，注入日と奇形発生
との関係を調ぺるとともに，1948年⑰にはインシユリ

と考えられた奇形と同様な奇形一すなわちPheno一

ソの催奇形作用とNicotinamideおよびa−Ketoglロー

copy−一を実験的に作成することにより，人の奇形と

taric

対比し，さらにはその成因を究明し，将来は人類にお
ける外因による奇形発生を，可及的防止しようとする

勧が重ねられていることは，当然といおねばならな
V・

L．，さらUC1961年Lenz⑱の報告以来，サリドマイ

ドによる奇形児出産が，大きな社会問題としてとり上

Acidとが拮抗作用を有することを見出した。

発育途上の鶏胎に種々の薬剤を投与し，その影響を
検索したものに，本邦においては，和田⑯のサツカリ

ン，瀬⑭の1・・。i・。ti・i・A・id

Hydrazid。，菊

岡㊥のNicotin，白須賀⑪のニコチソおよびヨ…一ドカ

リ，角尾㊥＠のCytochrome−C，矢部⑫のCocaine，

52−（52）
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長谷川⑳の種体前葉ホ、レモソ，蝉⑲の・。，t・一

後者は合計ユ6・個・総計…個・鶏卵に注入したが・

、。n，，上皮小体ホルモソ，E，t，6、，n。および卵胞刺

同一日剛ンシー・…L］・を注入した卵撚，それぞれ

戟ホルモンなどがあるが，インシ＝リンを卵黄嚢内に

160個であり・対照卵数は40個とした（表1）。イソシ

注入し溌生した骨鞘形について考察し熾文は本 ユリソの注蝉位と入卵数との関係は譲2のごとく
邦では未だ見当らな、、譜都D。rai・w。mi⑭⑯⑯ であつて撮低…単位よ撮高4・5単降で・徽
やLandauer⑭⑯⑯⑰の方法に準拠した実験により，

階は0・5単位である。

明らかなる諸種奇形を得たので，その成績を報告する
とともに．このうちとくに下腿骨轡曲について組織学

表1．

的IC検討。，あわせて人嚇性下腿骸蠕の1
蜘つき蝋的に考察し・う・思う・

@

aE

注入日と注入卵数

注入・1・畷1・・後1・日副・日後

壷ア重麺工哩L哩L剣＿難

K実験方法、、び。材料

対照卵数1・・1・・1・・1・・

自然奇形発生率の少なく，しかも大きさの変動も少

ない欄舶。グ。．瀬（館系）で，種鶏として 表・註入イソシユリソの戦と入坦1轍
撰別された・のから生れた鶏卵…個を使用・た・鶏 単、位【…11・・1…1…1・坐坐9囲遡

罪鷲躍f紬蹴罵量欝謬nvi珂可・・阿殉・2°14°1

°14°116°

卵魁しては立体購器鞭肌たが，これは1 ｬ 酬獅は入卵2・畷，均艀化時に徹つたもので
数千慨入卵でき・1回9°°ずつ，1日4回冶計 は，必ずしも購囎イヒする・となく，健馳伽早
36°°廻転し・しか翻階全伽ミ搬99・5

99・7°F，

く亘靴する餉力・あり，その反対にイ・シ＝V・注入

湿度55〜6°％を一撫階するためVこ・蔽自動醸例で，とくve病的t、n，，iEは，たとえ卵殻内で蝋してい

調鱗および水板は勿論のこと，空籟絆恥装飢

ても泊己の力で鰯櫨1る・とので諏・・ものもみ

てあるので謂卵xms部の上部と下部との醸および

られるので，このよう醐では2・畷に実瀦が破殻

醸の差はきわめ砂ない⑳・

。て鋼1麟り出．た．瓢・のほか，轡的変化を

薬剤の注入法・蜻部鹸肌つつ・横部でなるぺ

@追求するために，入卵8，・・，14，・6曄の鶏胎を採

く卵黄部近くのところをアルコールで消毒し・そこに

取した。

歯科用ドリルで小孔をあけ，ここよりツベルクリソ用

注射器ならびに1ん針を使用して，並L管を避けながら

皿

．でソシユリソまたは生理的食塩水を，正確に0．1CGず

っ注入しte。それと同時に，卵の鈍端部，気室セこ相当
する卵殻に小孔をあけた。これは注入液による卵黄嚢

Pearse⑲，

そのまx放置することにより，間もなく卵蘭が凝固

Gomori⑳

LiSon⑩，市川⑳，岡本・ほか⑯などの成

書を参考にし，以下のごとく行なつた。

内圧の増加による鶏胎発育に対する影響を，可及的小
ならしめんとしたためである。孔をあけたところは，

組織学的研究法

組織学的ならびに組織化学的研究法は，

固定液としては10％Formalin及びAceton液
を使用した。Ace七〇n液固定を行なつたものはAlka隣

line−Phosphatase（Alk−P・−tase）染色を施した。脱

し，自然閉鎖してしまうので，パラフイソなどで閉鎖

灰はTrichlor酢酸を用い，包埋にはパラフイソを使

する必要を認めないのみならず，むしろ外部からの刺

用した。染色法としては，1）Haemat◎xylin−Eosin

戟をできるだけ少なくするためにも行わない方が良

（H．E．），2）van

Gieson，3）Toluidine

いと考えた。さらにこの贈卵器では，鶏卵を一つずつ

B．）pH

廻転する必要はなく，鶏卵を挿入してある金属網棚全

taseなどであり，T．

体を廻転することができるために，廻転時鶏卵に対す

ので，小孔から細菌感染の機会もきわめて少ないと思

7．0，4）PAS，5）Alk−−P一

B・染色は大野らの方法に・PAS

染色はLillie法にしたがつて，ツエロイジンでカバ

る機械的影響がきわめて小であり，また卿卵器内は比
較的減菌されており，各々の卵がすれ合うこともない

2．5およびpH

Blue（T．

一した切片を用いた。Glycogen確認のkめには唾液
による消化試験を行ない・Alk−P−taSeは高松法にし
たがつた。

われる。

入卵3，4，，

5，6畷にイソシ＝V。および対照と

して生理的食塩水0．1ccをそれぞれ前者は合計640個，

「vレ線物研究法
鶏胎のごとき小動物では，通常のレ線装置でその骨
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化部位および構造を知ることは困難である。著者は
Softex

E型軟線発生装置を用いて検索した。

V

かなものだけをとつても，表5に示すごとくである。
以下には主として前三者について記載する。

実験成績

表4．

インシュリン注入による死亡率
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れるが，成長率と注入日との関係は明らかでない。

表3．
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4日後
5日後
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誓40
禺
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O． 87
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0．94
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死亡率：イソシ＝リン注入例における死亡率は表

の

表6．

410例）

15．9％

33

8．1％

8

2．0％

他

死亡率と注入鍛との関係

晶瓢濃粥響禦殻匿畿禁銭轟劃連坐魍型｝趣典
な死亡率の増加が認められ，また当然の・とな・・ら，

死（亡％）㌔23・・・…1・…［・…133・3147・・：・…1・・…

単位数の増加にともない死亡率も増加している（表
6）。

また注入日との関係を調べてみたところ，イン

シユリソ注入例，対照例ともに注入日が入卵3日後に

近ずくにしたがつて死亡率も増加かっインシユリン
による死亡率の方がはるかに高い（表4）。すなわち，

死亡率は加えられた何らかの刺戟，悪影響が，胎生早
期であればある庶ど，その死亡率も増加すると考えら

れる。

3）奇形：奇形の種類は，下腿骨轡曲（図1），
騰変形（図2，3），脊椎変形（図4），その他内反足，
内臓欠損などもみられた。これらの奇形発生率は，イ

ンシユリン注入例生存総数410例につき，奇形の明ら

讐

説6°．
「

O

「o
30
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°，瀬鋤1

54＿（54）

信州医誌第12巻

A）下腿骨変曲
i）頻

ので，6日後注入に近ずくにしたがつて，下腿骨変曲

度

発生率が増加するとは断定できないと思う。

下腿骨轡曲発生数は表7に示すごとく合計65例に達
し，かつ注入単位の増加にともない，下腿骨鷺曲発生

ii）外
観
初生雛の興曲脛骨の表面はきわめて硬く，かつ平滑

率も増加した。

で，これは鰻曲部において著明である。表9は無差別
にえらび出した18肢について調べたものであるが，長

表7．下腿骨壇曲発生数および発生率と

さは明らかに短かく，かつ轡曲度は120°より160°にお

注入量との関係

よび，平均144°である。また轡曲部位は・多くは脛骨

発凝1・・il…t…［…【・2・・1・7・41・2・gi46・・1

な・がみ・れた・

衰9．

蟹曲脛骨の外観所見

塞

屈曲部位

、鴇

標本番号

50

側

長さ
Ccm

40

30
2e
10

）

曲

度

中繍宋黍繍融加
より1、劉

1D（1）
1D（1）

左
右

2．O

150°

中

L8

ユ40°

・央

部

中

3C（D

右

1．8

150°

3C（1）
4B（1）

左

1．9

中 央 部
1500 中 央 部

右

1．9

120°

中 央 部
1200 中 央 部

央部

内方凸
後方凸
前方凸
前方凸
前方凸
前方凸
前方凸

左

1．9

4B（2）
1G（1）
2F（1）

左

2．1

140°

左

1．9

165°

中

央

部

前方凸・

左

1，6

135°

中

央

部

3E（D

右

1。6

140°

1、0

0．7

前方凸
前方凸

低・禰向を示す・・臓・のこ・・…後注1霧

右

1．7

150°

1．O

0．8

前外方凸

左

1，7

160°

O．8

0．9

前外方凸

右

1250

：L．1

0．8

左

1．7

ユ20°

コ，．1

0．8

前方凸
前方凸

表8・下腿骨轡曲発生数および発生率と
注入目との関係

3F（1）
3F（1）
3F（2）
3F（2）

1．？

右

2．2

165°

左

2．1

160°

1．2

沿・入・【・咽・・後1・日後i・畷

4G（D

右

2，6

ユ50°

1。5

つぎに下腿骨醗曲発生率と注入日との関係である
が，その発生率は表8に示すごとく，6日後注入にょ

るもの撮縞く，早期注入によるものほど雛率は
入に近ずくにしたがつて，死亡率もまた増加している

1・311．

中

葦響ト1「三障諸・禦均1…1・44・1
145°

発40
率

1．6

央

0

部
1．0
1．1

1

ユ。0

前方凸
前方凸

初生雛において，働曲方向割面（図5）では，轡曲

N＼

二二醤
＼、

【％〕

30

部はきわめて硬く，鱗1颯曲凸部よ倣㈱碇つ
ており，この部分には骨髄腔は認められず，ほとんど

s ＼、

一

V一一

閉鎖しているが・風螂の勅藍側および末梢側におい
ては，骨髄腔が存在している。

20

iii）組織学的所見
a）入卵5日後にイソシユリン2単位を注入した入

lo

卵8日後の脛骨（図6）：骨幹部長軸に対して・軟骨
細胞がすでに直角ないし斜方向に配列している部分が
3Hti @4

5

・6CiSAU）

あり，この部分の軟骨細胞は他の部分にくらべて密集

第1号（1963）
している。

55−（55）
．

X

これに対して対照例では（図7），軟骨細胞は骨幹

同様である。
これに対して対照例（図14）では，骨端部軟骨組織

部中央附近において，長軸方向に直角な配列を示し，
全体として規則的である。また細胞間隔もほss−ttで

内に嚢腫形成は認められず，軟骨細胞の大きさ，配
列，細胞間隔など一・ixかつ規則的である。「「・B・（pH

あって，密集した部分もみられない。軟骨膜は比較的

2．5）染色標本でも，骨端部軟骨組織のMetachro一

厚く，その附近に間葉細胞と思われるものは密集して

masiaは，周辺部が強く，中心部にも一部に不規則に

いるが，未だ骨鞘の形成は認められない。

やX強いところも認められるが，ほ穿一様に強陽性を

b）入卵5日後にインシユリン3単位を注入した入

呈する。

卵11日後の脛骨（図8）：骨幹部は2ヵ所でSあるい

PAS染色標本（図15）では，嚢腫内のPAS反応

はZ型に屈曲している。屈1虫部位はおよそ上1んと下

は不規則な網目状構造部にきわめて弱く，また嚢腫周

3んの境界附近，および上3ムと下1んの境界附近で

辺の基質にや玉強く現れているが，嚢腫の中央部には

あって，屈曲部の間，骨幹部の中央約1／2はほとんど

勿論Glycogen穎粒を証明できない。

骨化している。また末梢側の屈曲は中枢側の屈曲より

これに対し対照例の骨端部軟骨基質のPAS反応ば

も高度であつて，屈曲の頂点は軟骨組織と骨化部との
境界にある。

一様であつて，Glycogen願粒も部分的に不均衡に集

．

つているところも認められない。

骨化部末梢の骨梁は，凸部より凹部に向って放射状

Alk−P−tase染色では・嚢腫の周囲は軽度に陽性で

構造を示す傾向があり，また凹部の骨膜ないし軟骨膜

あるが，その他の骨端部軟骨にはきわめて弱い。

は凸部よりも厚く，かっ線維細胞，線維芽細胞も密集

肥大軟骨細胞層は全体として正常より短かく，骨幹

している（図9）。

部中央に近ずくにしたがって巾がせまくなり，その方

PAS染色標本では，骨化が広範囲にわたつている

向は轡曲凸部に向つている（図15，ユ6）・

ために，PAS反応も広範囲に陽性であり，．とくに骨

これに封し対照例では，肥大軟骨細胞層はきわめて

梁においてもつとも強い。

長く，かっほX

Alk−P−taSe染色標本では（図10），凸部骨化部に

一様の巾を保ち，骨幹部に対し規則的

配列を示している。

陽性度がもつとも強く，ついで他の骨化部，肥大軟骨

PAS染色標本（図15，16）では，肥大軟骨細胞層

細胞層の順に弱くなるが，とくに骨染の放射状構造が

では明らかに陽性で，Glyc。gen頼粒もみられるが，

明らかである。

肥大軟骨細胞層と，骨化している骨幹部との間の軟骨

これに対して対照例では（図11），屈曲はみられず，
また骨幹部骨化部の骨梁は，長軸に大体平行して，周

組織のPAS反応はきわめて弱いか，あるいはほとん
どみられない。

辺部に多くみられ，申心部では原始骨髄腔が形成され

対照例（図工7）でも，肥大軟骨細胞展のPAS反応

ている。骨膜も厚くなつてはいるが，イソシュリン注

もつとも強く，骨髄腔に近ずくにしたがつて次第に弱

入例にくらべると薄く，かっ細胞も密集していない。

インシユリン注入例では，脛骨の轡曲にともなつ
て，しばしば宋梢側の骨端部軟骨組織内に大きな嚢腫
様形成を認めることがある（図12）。そしてその澗囲
の軟骨細胞は嚢腫を中心として放射状配列をとり，嚢

腫壁では，これと平行な配列をとるところが多くみら
れる。また中枢側の骨端部軟骨組織内にも軟骨細胞の

配列の乱れ，集篠化などのみられることもある。
T．

B．（pH

2．5）染色標本をみると（図13），嚢腫様

形成の内部はMetachromasia陽性で，不規則な網

目状構造を呈し，その周囲のMetachromasiaは弱
く，嚢腫より外側に向かうにしたがつて，軟骨組織

のMetachr。masiaは強くなる。すなわち，中央部に
近ずくにしたがつて軟骨細胞及び基質は破壊され，
Metachromasiaが弱くなつていくものと考えられ
る。T・B．（pH

7．0）染色標本もpH

2．5の所見とほ

くなっていくが，軟骨組織も広く，規則的配列をとつ

ているため・PAS反応もまばらでなく・強弱ρ差が
少ない。いずれにせよ，肥大軟骨細胞のPAS反応の
強さは，インシ＝リン注入例とくらべて明らかな差を
認めない。

Alk−P−tase染色標本（図10）では，肥大軟骨細胞
願では中等度陽性で，末梢側骨端部に，向かうセこしたが

つて弱くなり，2列≧なつて嚢腫の両側に分れる傾向
を示すが，もっとも強いのは屑曲凸部に近い部分であ

る。申枢側の肥大軟骨細胞層およびその周辺の軟骨組

織のAlk−P−taseも末梢側のそれとほX
る。

同様であ

，

c）入卵6目後にイソシユリソ4単位注入した入卵
14日後の脛骨（H・E・およびvan

Gieson染色）（図

18）：骨化が轡曲の凹部から凸部中央に向つて，逆放
射状に形成され，肥大軟骨細胞層およびそれに続いて

56
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骨化をおこしていく部分が，申断されたような形をと

にくらべると，比較的対称的になりつつあり，また骨

つており，骨膜は凹部において；細胞密度大で，かっ

化も，軟骨組織両側においては，その不均衡の程度が

厚く，凸部において細胞密度少なく，かつ薄い。骨芽

少なくなってきている。

細胞は凹部において密で，かつ多数認められる。
これに対して対照例では，中央骨幹部は広範囲に骨

e）入卵5日後にイソシユリソ3，5単位注入した初
生雛の脛骨：H，E．，

化し，骨髄腔もみられるが，骨梁の方向は両側ともほ

N

van

Gieson，

ともに，入卵16日後の所見とe2

対称的であり，屈曲は認められない。

T．

x

B．，

PAS染色

同様であるe

組織学的所見の総括．

PAS染色標本では，放射状溝造をとつている骨梁

．

1）入卵5日後にイソシユリンを注入した入卵8日

全体に陽性であるが，その強さの程度は対照例とくら

後の脛骨に，すでに軟骨細胞の配列の乱れ，集籏化，

べて著変がない。

放射状配列などが認められる。

骨端部軟骨組織のH．E．染色標本では，中枢側，末
梢側ともに著変を認めないが，T．

pH

7．0）染色標本では，

B．（pH

2）入卵5日後にイソシユリンを注入した入卵11日

2．5および

後の標本では，

Metachromasia陽性の軟骨

a）脛骨々幹部全体に骨化が認められ，骨髄腔は

組織が両側に分れ，中央部にはMetachrOmasia陰性

．

の部分が三角状に存在し，これが骨幹部骨髄腔に通じ

．

ほとんど閉鎖している。
b）骨梁は凸部より凹部に向かい，放射状構造を

ている。

形成している。

これに対して対照例では，Metachromasla陽性の

c）骨化および軟骨組織の配列は，凸部と凹部と

骨端部軟骨組織は，中枢側，末梢側ともに規則的配列

では不均衡である。

をとり，骨幹部骨髄腔に続いているMetachromasia

d）骨膜は凹部に厚く，かつ細胞密度大であり，

陰性の部分は認められず，軟骨小管が存在するのみで

凸部にうすく，細胞密度も小である。

ある。

e）骨端都のMetachromasiaは周辺に行くにし

．

骨端部PAS染色標本でも，インシユリン注入例，
対照例ともに，PAS反応の強さ，

たがつて強陽性となる。すなわち中央部に近

Glycogen穎粒の

ずくにしたがつて，軟骨細胞および基質は破

状態に著変を認めない。

壊され，Metachrolnasiaが弱くなっていく

肥大軟骨細胞層のH．E．染色標本では，

全体として

ものと考えられる。またrド央嚢腫様形成部に

款骨組織は骨幹部凸部に向かい，とくに軟骨組織の骨

は不規則な網目状構造が認められた。

髄腔に接する部分は不規則であつて，その中央部には

3）入卵6日後にインシユリンを注入した入卵14日

骨化機転が認められない。

後の脛骨ダ端部軟骨組織中知こ三角形のMetachro一

これに対して対照例のH，E染色標本では，軟骨細

masia陰性の部分があり，これが骨髄腔に通じてい

胞層は対称的であり，これセと対して骨髄腔も対称的に

るが，入卵1［日後に認められた嚢liRと同じものである

隣接し，軟骨組織と骨髄腔との間の骨化機転も認めら

とは断定できない。

れる。
T．B，（pH

4）入卵5日後にイソシユリンを注入Lた入卵11目
2．5およびpH

7，0）染色標本では，

後の標本（図19）で，大腿骨・距骨にも前方凸の働曲

Metachromasia陽性の末棺側肥大軟骨細胞層は，前

と脛骨にみられたような異常骨化機転の傾向が認めら

述のごとく両側に分れ，中央部には骨髄腔に通ずる

れる。

Metachromasia陰性の部分がある。

iv）レ線所見

対照例では全体にMetachromasia陽性で，ほSs−
様であり，中央にMetachromasia陰性の部分も認め

E型撮影）

インシユリン注入例（図20・a）：全体として，大

られない。

腿骨，下腿骨；距骨などは短縮を示し，大腿骨々幹部

肥大軟骨細胞層のPAS染色標本では，インシユリ

中央より末梢部に明白なる骨化機1藪が認められ，膝関

ソ注入例，対照例ともにPAS反応の強さ，頼粒の状
態に著変を認めない。

節に接する骨端部における陰影は・不整形ないしや玉
拡大している。透明像は認められない。

d）入卵6日後にイソシユリソ4．0単位を注入した
入卵16目後の脛骨：H．E．，
ともに14日後の所見とe2

（Softex

a）入卵11日後「（図20）

x

van

Gieson，

同様であるが，

PAS染色

T．

B．染色

でも，肥大軟骨細胞層および骨髄腔が，14日後の標本

脛骨においては，骨幹部は強度の働lllを示し・それ
に接して著明な骨化部がみられる。距骨にも・骨幹部
において鰻曲と骨化とが認められる。

対照例（図20，b）：イソシユリン注入例にくらべ
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図1．初生雛の下肢

図2。右：対照例

上：対照例

左：イソシユリン注入例にみられた噛

下：インシユリン注入例の轡曲脛骨
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図

1〜

1ご

奄ノ

短縮（上側が短い）

2

3・インシユリン注入例にみられた騰短縮・
咬合不全

図

4．右：インシユリソ注入例にみられた内臓
欠損をともなう脊椎奇形

左：対照例
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図18．インシユリン4単位注入
入卵14日後の脛骨
（H．E・染色，5×）
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入卵11日後の脛骨々幹部

（H．E．染色，40x）
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胃端部，嚢腫様形成を認
める

（H．E．染色，100x）
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インシユリン3単位注入

入卵11日後の脛骨未梢側
骨端部嚢腫様形成
（T。B。（pH

2．5），】00

x）
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（PAS染色，40×）
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図20．入卵11日後下肢レ線像
a．イソシユリン注入例， b．対照例
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1．大腿骨，2．下腿骨，3．距骨
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．，

図21．入卵16日後下肢レ線像
a．対照例， b．インシユリン注入例

1．大腿骨，2．下腿骨，3．距骨

t

．．

驚・

b．

図22・入卵18日後下肢レ線像
a．インシユリン注入例， b．対照例

L大腿骨，2・下腿骨，3．距

骨
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図23．初生雛下肢レ線像
a．インシユリン注入例，b．対照例
1．大腿骨，2．下腿骨，3．距 骨
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図24．上：初生雛，脊椎奇形のレ線像
下：初生雛，対照例のレ線像
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て，大腿骨・下腿骨・距骨などはるかに長く，かつ長
さに比較して細い。膝関節に接する骨端部の陰影は規

明な長管状骨を示しており，骨化異常を思わせる陰影
はまつたく認められない。

則的で，膝関節面も明白である。

B）嚇変形

脛骨は・骨幹部では異常な骨化機転を思わせる陰影

は認められず・骨端部には規則的な骨化部が認めら

総計23例であつて，このうち上粥の短いものが大多

数を占めているが（図2），なかには上，下噛ともに

れ，関節面も明白である。轡曲はまつたく認められな

短かく，咬合不全を示すものもあつた（図3）。

い。
b）入卵16日後

噛変形発生数と注入日との関係（表10）は，4日後
注入例に最も多いのであるが，入卵初期注入例は前述

（図21）

イソシユリン注入例（図21，b）：大腿骨は軽度の
鰐曲を示し，凹部骨皮質に接して，三角形の骨化部が

のように死亡率も大であるので，必ずしも表10のごと
き関係があるとは結論できない。

認められ，その部分においては，骨髄腔はほとんど閉
鎖せんばかりである。骨化部の中枢側および未梢側に

は骨髄腔が認められるが．その部分の骨皮質はやx非

薄化している。

また注入量と発生率との関係をしらべてみると（表
11），2．5単位以下の量を注入した場合には，鵬変形は

ほとんど発生していないのに対し，3単位以上の量を

注入した場合に，多く発生していることが判明した。

脛骨においても，前方凸の鰻曲と，骨幹部中・央より

やx末梢側において，三角形の骨化部があり，凸部の

表10・

嚇変形発生数と注入日との関係

朧鼎衛りも大である゜欄下1服二△』1・・後1畷・目後・tth一
対繭（図、、，、）、耀骨は醸の鮒を示。て
…禰雌はイ〃ユ・・注入例より少なくlt異

発生微1・1・・17

3

発生剰・…／・11…％1…9・…％

常骨化像も認められず，骨皮質も厚い。

脛骨もほX

同様の所見であるが，轡曲はまったくみ

畳

られない。大腿骨，下腿骨ともにイソシユリソ注入例

．

禺

より帳い・

t8

c）入卵18日後（図22）

a

7

イソシユリソ注入例（図22，a）：大腿骨の骨皮質

6

はやxうすく，，かつ短徹示すほカ・眼鵜硬化勲

1

認めない。

3
2
1

脛骨の中下1／aを頂点として，前方凸の著明な屈曲
があるが，16日後にみられたような凹部の盛んな骨化

3日腺

4

5

6

准λ日

機転は認められず，屈曲部において凹部骨皮質に連続
する細い陰影を認めるのみである。短縮は明らかであ
る。

衷11．注入量と噛変形発生率との関係
e±

注愚・t・1・・52・・2・53・・｝351・・1…1計

対照例（図22，b）：16日後の所見とほ父同様であ

＿（単｛立LL二＿＿＿t−．一一．，一＿＿＿一．一：一

つ・滑幹部にも骨端部にも異常髄化・・起つ…な
い゜

@

d）初生雛（図23）

醗野L・回・1

インシ子リソ注入例（図23・a）：大腿骨は軽度の轡

・1・・44…1…59・・
発

曲を示L・凹部骸質に接して滑幹部のほ坤央に
骨硬化像が認められるが，骨髄腔は閉鎖してはいな

＿二＿＿＿＿＿

猫鱒・1・i・1・i・1551・i・・

峯
（

A）

50

い。

40

脛骨は両側ともに，骨幹部中央よりや蕊宋梢部を頂

30

点として，軽度の屈曲が明らかであり，その部分を中
20

心として凹部に，より著明な梯形状の骨硬化像が認め
lo

られ，骨髄腔を閉鎖している。
対照例（図23，b）：脛骨は長く，骨皮質のうすい鮮

ID

1

5

ao

2

53
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54
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すなわち騰変形は，イソシユリンを少量注入したので

化のもつとも盛んな時期に外因を与えることにより，

は，ほとんど発生をみず，大量を要するものと考えら

奇形の種類も異つてくることも推定されるところであ

れる。

る。DuraiSwam1も鱒化途上の鶏卵々黄嚢内にイソシ
C）その他の奇形

（表5）

ユリンを注入し，注入日によつて奇形の種類が異なる

内反足は7例発生し，全例が下腿骨変曲を合併して

ことを示し，第1〜2日目注入では脊椎奇形が，3日

いた。

目注入では足部，4〜5日目注入では四肢，嘱，6日

脊椎奇形（図4）はイyシユリソ1，0単位を入卵

目注入では股関節の奇形，さらに3〜6日目注入で

5日後に注入したものであつて，肉眼的に頸椎下部よ

はOste。genesis圭mperfecta，

り胸椎上部にわたる前轡が減少しているというより，

Achondreplasia，

Chondr。osteodyst「oPhyなどの全身の骨格系に障

むしろ後轡の傾向があり，内臓欠損をともなつてい

害が発生すると述ぺているが，著春の実験では・前述

た。レ線像では（on24），脊椎全体に発育不全があり，

のように下肢奇形は6日後注入例に，鵬奇形は4日後

いくつかの癒合椎を形成しているが，余りに変形が高

注入例に多かつたが，奇形の種類と注入日との関係は

度なので，部位決定が不可能である。

必ずしも明白ではなかつた。
人の先天異常についても，外因とそのf乍用時期との

VI

考

案

1）注入法ならびにTlme

間に関係があ乙であろうことは，多くの臨床経験から
Factorにっいて

垂ffl定

＄れるところであり，

Ingall⑭⑪は疫学酌立場か

卵殻に小孔をあける場倉，機械的振動の鶏胎発育に
対する影響を少なくするために，手廻しの錐を用いて

ら一つのSchematic Representationを想定した。
Worcester⑭らも風疹の大流行の後，7ヵ月目に先天

いるものもあるが，著者は電動式骨鋸の本体に，歯科
用錐を取付けたものを使用し，対照群に異常を認めな

異常の発生率が最高となつたと報告しており，また
Pfeiffer⑳も1960〜ユ961年に経験した14例の四肢奇

かつた。

形を調査し，これらは入胎児発生のkritlSche

鶏卵内薬剤注入法としては，従来，1）漿尿膜瀧入
法，2）卵黄嚢内沿三入法，3）卵白内注入法の三つの方

響が作用した場合に起りうると結論している。逆に

法があり，Karnofasky⑫は漿尿膜に注入し，卵黄嚢

胎生学的立場からはArey②の作成したReference

内よりも効果が大であると述べ，角尾，和田，武藤，矢
部，白須賀らはいずれも卵白内注入を行なつてt。；り，
また山口も同様の方法をとり，オートラジオグラフに

Phase

（妊娠3〜6週）に，四肢原基に対して何らかの悪影

Tableによつて考察することも可能であろう。また
1941年以来Warknyおよびその共同研究考ら⑭⑰⑯
は，ラツテについてリポフラビソ欠乏食による奇形

より，大腿骨に速やかに薬剤が到達することを確めて

一とくに骨格奇形一発生に関する実験を行ない，胎生

いるが，漿尿膜注入は技術的に必ずしも容易でなく，

13〜14日R頃にリボフラビソが欠乏すると骨格奇形が

したがつて，その成績も不安定になり易い。これに対

発生するという。いずれにせよ，これらのことから，

し，卵黄は鶏胎発育と分裂にきわめて深い関係を有
し⑰かつ技術的にも卵黄嚢を確めて行えば，注入は容

未分化の間葉組織から軟骨性あるいは骨性骨格に至る
分化の開始する時期に外因が作用すると，骨格奇形が

易かつ確実であるために，著者もLandauer㊧⑳・

発生するものと考えられる。

Duraiswamiらと同様にこの方法によつた。

2）

DuraiSwamiは，卿化開始後1週でインシュリンを
卵黄嚢内に注入し，その血糖値を測定したところ，

軟骨組織におけるGlycogenと骨奇形

発生との関連について
インシユリソの薬理学的作用として，まず第一に血

12日目まで低血糖が持続することを認め，またZwil一
ling⑭⑳も同様な観察を行ない，14日目頃正常」血1糖値

糖降下作用があげられる。一定貴のインシユリソが発
揮する効果には個体差があるが，動物の状態如何に拘

に回復することを確めた。著者は，贈化開始3日後よ
り6日後まで，4回にわたつて注入したが，Wee1⑭

らず，常に低並L糖が得られる。これは動物の年令にも
栄養状態にも関係がなく，普逓的効果をもち，他の特

によれぽ，鶏の肢芽は，3日目がundifferentiated

1imb

budで，4〜5▽2日目にdifferentiating

limb

朔1な臓器あるいは，組織の仲介による作用ではない。

そのほか骨格筋におけるGlycogen生成作用や，血清

budと分化するので，この期間中に注入すれぽ，肢芽

無機隣，カリウム滅少作用などがあり，さらに蛋白同

の発生にきわめて強い影響を与えるであろうことは，
?驍｢は

化および脂肪生成を促進する作用などがあることが知
られている㊧⑭。

当然想像されるところである。また各器官，

組織によつて分化過程に多少の相違があるために，分

H．A．

Harris⑳（1932）は肥大軟骨細胞およびrnes一

第・号（・963）
enchymal

．

cel1には多量のGlycogenが存在する

が，骨基質表面のactive

67−（67）

骨蟹曲は子宮内における異常発育過程に，さらに機械

osteoblastには認められ

的・水力学的圧力が加わり，骨折を起した結果発生す

ないところから，Glycogenは骨基質のカルシウム沈

るものであり，先天性内反足，先天股脱についても同

f

lt

meして，

All〈・1i・・Ph・・ph・…eと嗣備を

有するであろうと述べた。これはHill，

Gendre・

徽考え樋肌てし・る・またBtttt…によれば・

K。sic（1941）は陣痛時子宮収縮・胎児の運動・羊水

Gloclcらの追試によつて確められたが，

Follisおよ
の過少， amniotische Strtingeなどによつて発生す
びB，，th，。。9ら⑳は軟骨髄胴様，騎細胞輔 るのであろうとい・・澱近では， D・w・。・⑲が・・t・・一

細胞にもGlycogenは認められないと述べ，彼によ
れば，

Glycogenは一旦消失するが，，

Vitamin

genesis
Cを

与えることによつて速やかに再現するという。

Chondrodystrophy，

Syp一

生するものであろうと述べている・

1943年Duraiswa皿i⑯⑰はHarrisの肥大軟骨細

ii）筋肉発育障害説：Middleton⑪（1934）は・脛

胞のGlycogenに対するイソシユリソの影響を，購

骨轡曲は胎内発育途上，下腿筋発育障害が原因とな

化途上の鶏胎を用いて検難ようとしたが，酬にも
0，t，。9，n。、至、

imperfecta，

hilisなどの場合，子宮内骨折を起して，その結果発

り，二次的醗生するものであると述べ，Er・ud⑳

imp。，f，・t。剛た・線像を得，その

（1936）もきま燗様の意見である．またH・ym・n㊧

ほか二分脊椎や脊椎発育障害，および四肢の種々なる

（1949）は病因として，先天性下腿前方筋短縮をあげ・

奇形を得た。彼はこのPathogeneseの基本的な要因

これによつて下腿骨が鱒曲し，さらに骨の内部組織の

を間葉性組織，軟骨，骨の胎生緯織のcarb。hydrate
metabolismの撹乱に帰し，イi7シ ＝Lリソの作用が，

諸変化をもたらすものであろうという。
水泡（bleb）説：Bag9④（1924）1よマウスに放射線

種々のホルモγの相互作用により制御されたり，肝が

Glyc。genを貯蔵しはじめたりする以前一すなわち鶏
胎発育開始一週間の間に，インシユリソを作用させて

を照射し，種々の四肢奇形を得，胎生初期における四

肢の皮下組織に現われたb且ebが奇形発生の原因であ
ると述ぺた。またEngel⑲（］940）はBag9の実験に

低血塘を起させ，含水炭素代謝に障害を生ずると寄
さらに自験例を加えてbleb説な唱えた。彼によれ
形が発生するのであろうという。しかしBoume⑧
ば，多発性ないし単発性先天異常は，胎生早期におL・
（1956）によれば，G！ycogenは多くの胎生組織に豊

てmedullar

tubeから皮下組織内に侵入して来る脳

富之認められるが，骨形成に関しては特異的な意義を

脊髄液のblebによつて起るものであるという。しか

有しないと述べており，著者の実験でも，イソシユリ

しPlagens⑩はbleb説に反対して，

ソ処置例の脛骨々端部でDuraiswamiがムコイド変

液体が集積して発生するものであつて，これはリンパ

性と称する嚢腫様変化を起した部分，あるいは骨幹部

で奇形発生に進行しつつある部分においては，PAS
反応はみられないか，あるいは減弱しているが，骨幹

blebはi血漿様

系組織形成とともに吸収され，四肢奇形の発生には関

与せず，凶肢奇形発生の直接原因は末梢血管に形成さ
，れるlfiL

部の肥大軟骨細胞には，対照例にくらべ著変を認めら
れなかつた。それ故イソシユリソの血糖低下作用のみ

栓であると述べている・

iii）先天性脛骨変曲症とNeurofibrematosisとの
合併について：Exner⑧によれば，文献上先天性脛骨

によつて，かXる著明な骨格奇形が発生すると断定す

爾曲症とNeurofibr⑪matosisとの関係に最初に気付

るのは早計である。また反対に，たとえ肥大軟骨細胞

いたのlt

層に著変がみられたとしても，Glycogenの減少が奇
形発生の原因であるか，それども結果であるかを結論

％にNeurofibromatosisの皮膚症状を認めたとい
う。さらにBarber⑥は，先天性脛骨蝦曲症5例を報

することは困難である。

告し，この全例にNeurofibromatosisの合併が認め

3）先天性下腿骨鰐曲症について
A）従来の発生説
先天性下腿骨

．」

Valentinで，1930年先天性脛骨鱒曲症の75

られ，さらにそのうち2人の患者を有する1家族8人
のうち7人に，脛骨部皮膚に色素沈着，皮腐腫瘍，多

［ll1症の発生に関して，従来いくつか

、発性神経腫が認められ，患岩の愚親はNeurofibroma

の仮説なもつて説明が試みられて来たが，いずれもそ

molluscumで被われており，このほか患者およびそ

の病因を完全に解明することのできないのが実状であ

の父親に脊椎側鰐症をともなつた例も報告されてお

る。

り，その数例に骨切り術を施行したが，偽関節を作つ

i）子宮内機械的圧迫説：骨格系の先天異常一般に

幽

共通して，IliPocratesをはじめ多く．の学者によつて

唱えられて来たが，Denis

Br。wne（1936）⑨は，脛

たとい6。病因にっいては論じていないが，塚族的に
発生していることも，一つの注目すぺき特徴であろう。

B、

H．

M。ore＠（1944）も両者の合併例が高頻度に発

68−（68）
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現することを報告しているが，必ずしもNeurofibro−

matosisあるいはその他の神経障害が骨格奇形の原
因であると述べているのではない。しかるにGreen
およびRudo⑳（エ943）はNeurofibromatosisをと

v）未分化間葉組織ないし前軟骨組織障害説：War−

kany

neurofibromaが

に連なる分化の始まる時期にあたる。さらにBad一
gley③（1952）は，脛骨鰐曲に関する従来の諸家の病

その原因であり，したがって病巣部の不充分な切除は

偽関節を起こすという。これらに対しAegerter①

因論を批判し，発生病理学的に詳細に検討している

が，彼によれば，下肢の正常発育過程は，胎生期に

（1950）はNeurofibromatosisセこは真性腫瘍（Neu一
rilimmoma，

tQus

Melanoma，

Glioma、とhamartoma−

proliferationの二種類があり，偽関節を作

（1943）のラツテにおけるリポフラビソ欠乏食

に関する実験については前述したが，胎生13〜14日目
頃は，未分化の間葉組織から軟骨性あるいは骨性骨格

もなう先天性下腿骨蝦曲症の1例を報告し，その病
理組織学的所見からintraosseous

第12巻

まず未分化の間葉性早期下肢芽が生じ，その中央の
early

condensationカ〜骨格の原基を形成する。つい

でScleroblastemaの成長が速やかに促進する期間

るのは後渚であり，これは病巣部に正常のorganic

があり，この頃筋の形成が起こり，筋力により下肢芽

matrixを作る能力がないので，骨折を起こした場合，

は回旋し，っついて轡曲を生ずる。ただし神経および

疋常『の仮骨ができず，かえつ丁結合組織のhamar輯

血管の侵入は，この時期に先んずるという。脛骨轡曲

tomatous
and

proliferationを起こし，これがpoor

disorganized

boneに化生することによつて生

ずるという。さらに」．R．

の凹部の骨化塊の永存は，正常骨の修復反応ではな
く，むしろ梗塞に似ており，異常経過を示すものであ

Moore＠（1957）は本疾患

には結合組織のhamartomatous

proliferationの

ほかNeurofibroma，

dysplaiaなどによる

fibrous

り，本疾患はScleroblastemaあるいは前軟骨形成

期における神経血管障害によつて，発生すると述べて
いる。したがってこの説はNeurofibromatosisと本

3型があると考えているが，末だ確定的な説ではない
疾患と関係の深いことを示唆するものである。また
ようである。これらを総括するものとしてBUttner
Boyd⑥⑦（ユ958）は，先天性脛骨偽閣節を2型に分け，

およびEyshold⑩はNeurofibromatosisないし神
経障害と先天性下腿骨讐曲症との関係について，女献

第1型は脛骨の中下1んの境界に嚢腫様変化があり，
組織学的にはfibrous

displasiaに似ているもの，第

的考察を行ない，次のような分類を試みた。1）骨あ

2型は脛骨の直径が小で，骨髄腔は閉鎖し，骨硬化像

るいは骨膜におけるNeurofibromatosis様増殖によ

の認められるものとなした。しかして，これらの病因

つて発生するもの，2）Neurofibromatosisのため

は間葉組織の発育障害であり，二次的に下肢に至る神

栄養血管の先天的発育抑制が生じ，そのための局所的
血行障害によつて発生するもの，3）胎生早期の骨成

経路の異常が生ずるのであるという。
vi）最近，1〈． Lindemann⑳（1959）は先天性下腿

長に対する内分泌系，交感神経系の悪影響によつて生

骨鱒曲症の病因に関して，多元的な解釈を行なつて

ずるもの，4）胚葉の系統的先天異常ないしこれに関

いる。すなわち，1）病的骨折および偽関節形成が

係せる奇形一Recklinghausen氏病の家系調査を行

hyp。Plastische

なうと，胚葉異常の可能性が推定されるが，皮膚およ

成障害，およびそれによる再生障害であるもの，2）

び神経障害と骨疾患とは，いずれもこれらより上位に
あるkeimplastische

遣伝因子による先天異常，3）全身のNeurofibr・一

StiSrung（胚形成障害）によっ

matosisおよびこれが原因であるところの下腿骨轡

て生ずる表現型であるとしている。

曲，4）稀ではあるが，胎盤性の営養障害のkめ・胎

iv）血行障害説：古くは1907年Codi▽illa⑲⑫が先

天性下腿骨蝦曲症の成因として，局所血行障害を考
え，治療上，健側の骨膜や筋肉を移植し，良結果を得

生期の機賊的影響により骨折を起こし，偽関節に至る

ものの4つをあげ，すべての形の下腿骨轡曲症をこの
中に包含させようとしている。

たと鮪し，最近ではE・・er⑲（・952）が。m。i・g。n・
Verwachsung

und

Strangulierung

Vcよる抑制奇

形説を唱えた。彼は墨を下腿に注入してrkL行状態を調

べ，骨幹部に血行不良状態を認めてCodivillaの説を
麦持し，さらに血管素因を考慮に入れれぽ，Neuro一
fibromatosisに関する今日の知見からいつても，こ

の血行障害説を否定できるものではないと述べてい
る。

Missbildtcngの意味における骨形

以上のように，幽文献上みら泌発生説は秘様・で

あつて，まつたく混乱しており，いずれの説をもつて
しても，一元的に解釈しつくすことはできない状態で

ある。しかし家系調査，臨床症状，病理縄織学的所
見，動物実験，疫学的研究など①，最近の知見をもつ
てすれば，遺伝的因子によると考えられる本疾患を除

けぽ，少くともBtittnerのいう胚形成障害あるいは
未分化間葉組織障害にまで，さかのぼらざるを得ない

第1号

（1963）
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と思う。

のを取り上げ，これを前述のイソシユリソの催奇形作

B）病理組織学的所見

用に対し，Nic。tinamideが拮抗作用を有しているこ

先天性下腿骨驚曲症に関し，交献Eみられる組織学

とを，これに関連づけている。

的所見を大別すれば次のようである。

・）N・u・・fib・・m・t・・i・に関係するものの所見と
しては，神経鞘細胞，線維細胞の増殖などを主とし，
骨硬化像の比較的少ないもの。

て・下腿骨轡曲・鵬変形・その他の骨格系の奇形を発

2）轡曲部に異常骨硬化があり，これは凸部よりも
凹部に広範囲に認められ，骨梁は凸部より凹部に放散
する像を示すもの。

va結論

著者は・贈化途上の鶏卵にインシユリソを注入し

『

生せしめえた。
1）イソシ＝リン注入による鶏胎体長を対照例と比
較すると，前者に明らかな体長比の減少が認められ，

3）前者のごとく異常骨硬化とともに，病変部に結
合組織の増殖ないし嚢腫様変化のみられるもの，など
であろう。

その減少は，単位の増加に比例する傾向がみられる。
したがつて，インシユリソにより長軸方向の発育が障
害されると考えられる。

ここで著者の実験成績をふりかえつてみると，ほと

2）イソシユリン注入例の死亡率は，1単位23・4

んど全部が著明な骨硬化と骨梁の放射状構造とを示し

％，2単位32・5％，3単位33・3％，4単位41・7％平

ており，奇形発生の初期においては，轡曲の凹部から

均3L7％であり，これに対し対照例では，8．1％であ

骨化が薯明に起こり，そのために骨幹部軟骨細胞層

るので，インシユリソ注入により死亡率の増加が明ら

が，侵蝕されているような組織像を示している。また

かに認められた。

脛骨々端部にはDuraiswamiがムコイド変性と称す

3）下腿骨蝦曲の発琵数は，1単位1例（Li％），

る藏瞳樺変化を認めたものもあるが，轡曲部と同様，

2単位6例（7・4％），3単位10例（12・5％），4単位30

結合組織増殖の所見は認められない。また働Hl部が骨

例（42・9％）であり，これらのほか1・5単位3例・2・5

幹部中央部ないし，これよりや工末梢部に存在してい
る。これらの所見は神経瞳を除けぽ，人の下腿骨燈曲

症の組織所見に酷似しているといえる。
主なる病理組織学的所見である異常骨硬化，ならび

単位2例，3．5単位7例，4＿5単位6例を加えると合計
．65例に達し，注入単位の増加にともない，下腿骨鰐曲

の発生率も増加した。
4）下腿骨鱒曲の発生率は，購化開始6日後注入に

に放射状骨梁形成から，脛骨轡曲の機転を考察すれ

よるものがもっとも高く，これより早期に注入したも

ば，次のことが言いうるであろう。

のは発生率が低いa

1）何らかの機械的外力のために鱒曲が起こり，そ
の二次的修復機転として，異常骨硬化，放射状骨梁形
成などを生ずる場合。

5）下腿骨轡曲の形は，前方凸が多くみられ，かつ
蜘蜘部位は，中央部ないしそれよりや玉末梢部であつ
た。

2）脛骨ないしその周囲の軟部組織に一次的原因が
あり，その結果異常骨硬化，放射状骨梁形成などを生

じ，鷺曲は二次的に発生する場合。

6）噛変形は合計23例で，その発生率は8．1％に達
した。

7）鵬変形の形は，上側が短く，下側が長いものが

3）前二者の原因が同時に存在したため，異常骨硬

化，放射状骨梁形成，爾曲などが発生する場合。
しかし，イソシユリyにより，これらの所見を生ず
る理由に関しては，朱だ不明のまNである。
Duraiswami⑰は最近，イソシユリyによる低血糖

多くみられた。

8）鵬変形発生数と注入日との関係は，4日後注入
によるものが最も多くみられた。
9）噛変形はイソシ＝リソ2．5単位以下の注入では
発生し難い。

作用，および多糖類代謝障害は，奇形発生の部分的原

10）下肢の奇形をレ線像で観察したところ，入卵／1

因であり，また脛骨鱒曲に対しても，諸種薬剤は非特

日後のイソシユリソ注入例では，対照例にくらべ，す

異的に作用するにすぎないと述べている。さらにかi・，

る奇形の発生は正常発生のOrganizer

Systemの障

害により，内分泌系，酵素系の干渉作用を通じ，代謝

異常および生化学的変化を起こすために生ずるのであ
ろうといら。またRobertsenがサリドマイドのビタ
ミンーとくにB1複合体一代謝障害作用を報告している

でに明白なる短縮と骨化異常が，また16，18目後の鶏

胎および初生雛のいずれにも，同様の変化が認められ
た。

11）外見上著明な脊椎奇形は1例のみであつたが，
レ線上，頸椎，胸椎上部に樵体癒合と椎体発育不全と
が認められた。
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12）その他外見上認められた奇形としては，内反

1936・

足，内臓欠損などがあつた。

⑩Bttttner，

A．

et

Orthop．，36，165，1950．

13）組織学的所見として，イソシユリソ2単位およ

Chir．

ぴ3単位注入例の贈化開始8日後および11日後では，

Nr・19・559，1907・

JR・・」・B・n・J・i・t

向に走る紡錘状軟骨細胞，骨端部軟骨組織内に嚢腫様

⑭Duraiswami，

P．

⑬Dawson・G・R・

S・rg・31−A，40611949・

K：Brit，

Med．

⑯D・rai・w・mi・P・・K．・J・B・ne

を中心に盛んな軟骨外骨化と骨幹部のほとんど全域に

646・1952・

わたる著明な骨化があり，とくに凹部に高度であり，

Surg・37−A・277・1955・

」．2，384，1950，

J・i・t

⑭Duraiswami，

S・rg・1

P・K：J・Bone

⑰Duraiswarni，

その骨梁は酪より凹蔀に向つて放身獄に走つてい

A・t・0・th・p・S・a・d・・32・

る。またAlk−P−taseは，脛骨・幹部，肥大軟脚

D・：．Am

胞の順に強陽性で，陽性の肥大軟骨細胞層は，凸部の

Chir．

A，：Zbl．

⑫Codivilla・A・：Zbl・

Chir・Nr・29・・897・1908・

前者においてすでに脛骨長軸こ対して，横ないし斜方
変化が認められる。また14日以後の標本では，鮒部

al・：Ergebn．

＠Codi▽ilia，

218・

34

B

Joint
P・K・：

1962・⑱E

gel，

J・Di・・「Child・・n・・6・562，1940・

⑲Exner，

G・：Z

Orth。P・，82・50・19・

52・

⑳Follis・

ものが凹部のそれより帳い。
R・H・・t・1・；Am・ J・Path°1・・24・685，19 t8・
14）先天性下鵬鯉幽・関する従来の発生説は， ⑳Freud， E・・Arcl・顕g・・33・349・1936・⑳現
予宮内機械的圧迫説，筋肉発育障害説，水泡（bleb）

代内科学大系・．代謝異常，1，昭37・

説，神経線維腫説，血行障害説，未分化問葉組織ない

Microscopic

し前軟骨組織障害説，多元説など種々様々である。

W・T・et

15）文献上の諸説に著者の実験成績を加えて考察す

Histochemistry・1952・

35，1941・

と考えられるものを除き，少くとも胚形成障審あるい

1932・

は未分化間葉組織障害にまで，『さかのぼらざるを得な

⑳Heyman

い。すなわち本案験においては，インシ＝リソが卵黄

⑳Harris・H・A・：Nature・130・996・

⑳長谷川：解剖学雑言ξ，34，24，昭34・
・C・H・e七al・：J・Bone

31−A，571・1949・

嚢内環境に変化をもたらし，さらにこれが発育途上の

1950・

ぼし，各発育段階と有機的関連をもつて種々なる奇形

51．1960，

れ，未分化の間葉組織から，軟骨性あるいは骨性組織

Exp，

に連なる分化のはじまる時期に，何らかの悪影響が与

on

Congenital

＠Karnofsky，

Bio1．

D．

A・：Proc．

p．

Soc・

⑪菊岡：昭和医

⑭Landauer，

⑳Landauer，

Foundation

Malformations

Med．，71，447，1949．

誌ユ8，401，昭33．

Zool．，98，65，1945．

Su「g・

J・Med・，243，67・

⑪lngalls・T・H・：ACiba

Symposium

を発生すると推定される。骨格奇形もこの中に含ま

Joint

⑳市川言細胞化学，昭28・

⑳lngalls・T・H・：New・F・ngland

鶏胎における内分泌系，酵素系に複雑なる影響をおよ

勧。，紺台変ら醐牌，徽1蓬妨び・・徽閲

＠Green・

al・；A「ch・Su「9・・46・639，】943・

⑳Greg9・N・M・：Trans・Ophthal・Soc・Aust．3・

れぽ，先天性下腿骨鱒曲症の原因は，遺伝因子による

えられることにより発生するものと考えられる。

＠Gomo「i：

W・：J・Exp・

W・et

a！，

；」・

Z・・1・，1°2，コ，1946・⑳L・nd・ue「・W・：J・Exp・

をいただいた恩師藤本教．授に心から感謝致します。ま

Zool．，105，145・1947・

た本実験に際し，種々有益な助言を下さつた当教室寺

ZooL，10g，283，1948．

⑰Landauer・W：J・Exp・

・⑯Lenz，

W．：Dtsch．

Med．

1⊥1講師および鶏卵艀化に便宜を与えられた松本市小松
Wschr．，86，2555，1961．
⑳Lindemann， K：
養鶏撫御礼Ei1
L上げます・
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文
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