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原著

栄養ノ骨折治癒ニ及ボス影響ノ

賓 験 的 研究

第五報異レノレ飼料テ以テ飼養シタ）レ

幼若「ラツテ」ノ骨折治癒ニ就テ

東京市衛生試験所（所長竹内博士〉

岡部健三郎

（木研究ノ大要ハ昭和5年4月第5凶日本整形外科撃曾線曾＝於テ凌表シタ 9)

Experimental studies of the influence of Nutrition 

on the Cure of fracture. 

(Report V) 

On the Cure of fracture of young rats fed on 

various composition of diets. 

By 

Kenzaburo Okabe. 

(Tokyu Municipal Hygienic LaburZtlu1y) 

In order to determine the influence of ratiυns lo cure the fracture, the Author 

carriedυut the following experiments. 

In these experiments the Author selected from among the young albinリ rats（礼bciut

46 gm. of body weight in average) fed on a normal diet, and divided into the fol-

'lowing six groups, 

Group I. . . . Anim乳Isfed on a normal diet. 

Group II .... Animals fed on a normal diet and exposed to Ultra-Violet Ray忌 for
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two minutes every clay after the fracture was made. 

Group III. ... Animals fed on a diet excess in mineral salts. 

Group IV .... Animals fed on a Vitamin B deficient diet. 

Group V .... Animals fed on a diet rich in sodium chloride but deficient in the 

other mineral s且lts.

Group VI. ... Animals fed on a mineral salt deficient diet. 

The animals fed with the diets above mentioned until the end of the experiments. 

On the twenty days of experiments the fracture were made on the ribs of the rats, 

and observed the conditions and the formation of the Callus on from the 1st to 5th 

clay of fracture by macroscopically, microscopically and Roentgenographically. 

From these ~xperiments, the Author found a great di仔erencesin the formation of 

the callus among the rats fed on the different composition of rations. 

Regard to the formation of the Callus, the rats of Group I and Group II were 

quickest and the best conditions of all, namely the callus of these rats were formed 

on the second day of fracture, but the rats of Group II was a little delaied than the 

Group I. Group III was th巴 nextto them. From Group III to group VI were 

formed the callus on the third day of fracture. The Author recognized a great 

differences among these groups. Th巴 formation of the Callus of Group IV and 

Group V were delaied and powerless thιm th巴 ratsof Group III. The rats of Group 

VI was much clelaied and most powerless to form the callus. 

From the above observation, the Author concluded as follows : 

I) The Cure of fracture of 凶 sたdon the normal diet does not accelerate by the 

irradiation of Ultra-Violet Rays. 

z) The exιess of mineral salts in the ration delays the cure of fracture. 

3) There is a certain relationship between Vitamin B and the Cure of fracture, namely 

the deficiency of Vitamin B delays the Cur巴 offracture. 

4) Containing only sodium chloride as source of mineral salt in the ration, it gives 

better l明 ultson the Cure of fracture of the rats than deficient of all mineral salts 

in the ration. 
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I 緒 ＝ー言

栄養が骨折治癒ニノえホ、ス影響ニ就テ、幼若或ハ成熟「ラツア」テ使用シア、之等動物テ種

々異レノレ栄養保件ニ於ア、共骨折・治癒所見テ、既ニ日本外HlT曲第七巻第二蹴ニ於テ、柴養ノ骨



岡部．祭養／骨折治癒＝及ポス影響／：資験的研究 :").) 1 

折治癒ニ及Zドス影響ノ質験的研究第二、三報トシア詳述シタル所ナリ n @pチ之等ノ動物ニ

ハ「ピタ iン」 A、D快乏テ保件トシテ、之レニ無機瞳類テ過剰ニ叉ハ趨営ニ給興シ、或ハ

1！~機欄頼テ全然快ク’モノ、現時機瞳知中ノ燐「カルシユーム」テ扶クeモノ、共他「ピタミン」

入、燐、「カルシユーム」テ快クーモノ、叉ハ「ピタ iン」A ノ Eテ快グルモノ等ラ給興シ、

或ハ標準飼料テ制限給輿シタ Jレモノ等ニシテ、之等ノ：貫I~~結果ニ於テ無機臨類ガ骨折治癒

ー必要昧ゲ可カラザJレモ／ナ Jレーモ不:fiiJ之レテ過剰ニ給興シタ Jレモノハ却ツテ治癒テ障碍

シ、叉無機種類中骨折治癒ト密接ノ開係アル燐、「カ Jレシユーム」テ扶クト雄モ、全然無機

盤類テ扶ク’モノニ比シテ治癒良好」シテ、或ハ燐、「カ Jレシユーム」テ快ダト難モ、之レー

「ピタ iン」 D テ給興シタルモノニアリテハ骨折治癒ハ可成リ替？レノレモノナル事、叉ハ

「ピタ iン」 Aハ骨折治癒ニ際シテハ著ルシキ影響テ及ボサザJレモノ等ノ結果テ得タリ、而

シテ之等ノ骨折治癒程度ノ差異ハ飼料捕取量ノ相違ーヨルモ／ニアラズシテ、主トシテ飼

料中ニ配合シタル各柴養素ノ llie合／相違ニ基因ス Jレモノナ Jレノ事賞ハ、標準飼料テ制限給

輿シタルモノノ骨折治癒ガ良好ナ Jレーヨリテモ））へ得ラ ）I,可キ所ナリ。本寛験ニアリテハ、

「ピタ iン」D適首量給輿テ僚件トシテ、之レニ無機臨類ノ llie合テ種々異ニシ、叉ハ夏ニ紫

外線！照射ニヨリア「ピタミン」Dノ作用テ添加シタルモノ、或ハ無機瞳類中ノ；食盤ノ tテ給

輿シテ他ノ無機盟類テ歓クモノ、叉ハ「ピタミン」Bテ歓ナ Jレモノ等種々ナ Jレ柴養僚件カ事骨

折治癒ノ上ニ主11何ナ ル影響テ及ボスモノナリヤテ探究セント欲シテ本貫験テ遂行シタリ。

II 賓験方法

標準飼料テ以テ飼養シE常護育中ノガJ若「ラツア」テ濯ピテ 6群ニ分チ、各群異レJレ飼料

ラ給輿シテ20日間飼養シタ ）I,後、肋骨ニ一定ノ人工的骨折テ施シタリ。而シア骨折テ施シ

アヨリ、第1-5日目ニ於クル骨折治癒ノ j状態テ「レ」線撃的、組織事的ニ険シタ Jレト共ニ一

般経過及ピ解剖率的ニモ視察テ行ヒタルモノナリ n

1. 飼料J選揮並z精製方法

「ピタミン」Dノ給源トシテハ鱈肝油テ使用シタル外被験動物ニ紫外線テ！！H射シ、食瞳ハ

日本薬局方所定ノモノテ使用シタリ n

共他各種柴養素ノ j給源トシテ使用シタルモノ、並ニ之ノ古；ノ精製方法ハ、日本外科賓曲第七

!JcB第二税所載柴養／骨折治癒ニ及ボス影響ノ貰験的研究第二，三報ニ於テ詳記シタ Jレモノ

ト同様ナリ n

2. 飼料J種類並＝配合方法

ー、標準飼料

精製カゼイン

精製デキストリン

四%

66 

加熱才 レフ油

無機臨類混合物

7 

4 
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憶 肝 油 3 乾燥酵母 2 

＝、無機醜類過多飼料

精製カゼ 4ン 18% J.flli；機盟主n混合物 8 

精製デキストリン 62 鱈 肝 油 3 

加熱オレフ油 7 乾燥酵母 ’－ ) 

三、「ピタ Eン」B快乏飼料

精製カゼ fン 18% 無機瞳類混合物 4 

精製デキストリン 68 曲雪 肝 油 3 

加熱才レフ油 7 

回、食瞳過多ニシテ他ノ無機臨類扶乏飼料

精製カゼ 4ン 18% 鱈． 肝 1rh 3 

精製デキストリン 68 乾燥酵母 2 

加熱 1 レフ油 7 食 R智 ヲ

五、無機態頼快乏飼料

精製カゼ 4ン 11¥% 鰐 肝 計h 3 

精製デキストリン 70 乾燥酵母 7. 

加熱 才 レフ油 7 

3. 動物選爆、飼養法並＝骨折施行

標準飼料テ以テ飼養シ疋常費育中ノ幼表「ラツテ」ニシテ、関前4.'i-55］；［迄ノモノ 120頑

テ選ピテ61nニ分チタリ。

第Hl'f.14頭ニハ標準飼料テ給興シ、

第21t'f.15頭ユハ標準飼料テ給tfr！スルト共ニ、骨折テ施シタル嘗日ヨリ 1日1回2分間宛被験

動物ニ紫外線テ照射シタリ。

第3群14頭ニハ無機臨矧過多飼料テ給輿シ、

:;fl4f.'(20Sil1ニハ「ピタ iン」B訣乏飼料テ、

第5群25到ニハ食鞭温多ニシテ他ノ無機瞳類快乏飼料テ、

第6昨32lifl」ハ無機購知紙芝伺料ヲ給興シタリ。而シテ斯クノ如キ飼料テ以テ 20日間飼

会シタル後、各群動物ノ 右側中央部ノ肋骨ニ於テーナ所ノ人工的骨折テ施シ、骨•t斤テ施シ、

テヨリ、1一月日目ニ於，，，.｝レ治癒ノ j伏態テ検シタリ。

III 賓験成績

貨店合成績ハ寅験ヲ終了シタ Jレモノ 74頭ニ就テ記載シ、寅験中；全ニシア雛死シタ ｝t，平ノヌ

除外ス。
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ー般鰹遇 モノナリ。骨折後 4日目＝及ピテ同様所見アJレモ

寅験中ノ綬育欣態ハ第 1群ノ標準銅料ヲ給輿シ ノノ、第 3群ノ無機燈類過多飼料ヲ給輿シタルモノ

ダルモノト、第 2群ノ標準飼料ヲ給奥シテ紫外線 ト、第4群「ピタミンJB鉄乏飼料ヲ給輿シタルモノ

ヲ照射シ I)）レモノトノ、最モ真好ユシテ、資験終了 ナロ。第 5群ノ食趨過多＝シテ他ノ無機墜類侠乏

時＝於テノ、貧験開始時＝比シテ、前者ノ、約105%、 飼料ヲ給奥シタ Jレモノト、第6群ノ無機檎類鉄乏飼

後者ハ約fl:J%I健重増加率ヲ示セリ。第 3群／！無 料 7給輿シタルモノトノ、、骨折後5日目＝至Jレ＝及

機種穎過多飼料ヲ総輿シタルモノハ、前2群ノモ／ ピテ該所見ヲ嬰．ス JI.-..＝.歪Jレ。而シ何レノ動物群ユ

＝比シテ愛育不頁＝シテ、貧験終了時＝アリテハ アPテモ、未ダ骨折端＝於ケル「カルJレス」／形成

貰験ノ始メ＝比シテ約:'l7%ノ怪童増加ヲ示スノミ

ナリ。第 4群／「ピタミシJB鉄乏飼料ヲ給奥シタ

ルモノト、第5群／食堕過多＝シテ他ノ！無機穏頬飲

乏飼料7給輿シタルモノユアリテノ、、愛育甚ダ不

像ノ、認メ難シ。

骨折端ノ「レ」線陰影ノ、、骨折後三日目迄ノモノ

＝ア Pテハ、 f也／健康骨ト大差ヲ認メ難シ。骨折

後4日目＝於テハ、第1-4若手迄ノモノノ、精薄キガk日

頁＝シテ、貧験中艶死シタルモノ多童文ナリ。賓験 夕、第b苦手ト第6群ノモノノ、他ノ部位ト大差ヲ認メ

終了時ユア Pテノ、、賓験開始時＝比シテ、鰻重両ii 難シ。骨折後5日目＝於テノ、、第 1群ト第2群及ピ

者ハ約 21%、後者ハ約 23%I；増加率ヲ示ス＝過 第5群ノモノ＝アリテノ、、干~、渡キ部分ト薄キ昔日分ト

ギズ。第 6群ノ無機種類挟乏飼料ヲ給輿む J)）レモ ヲ見Jレモ、第3群／モノノ、柏、薄キガ知シ。第4群ノモ

J品アリテハ、安育艦メテ不夏ニシテ、貧験中型車死 ／ハ所見明カナラザJレ毛、第6群ノモノノ、柏、務ν。

シタルモノ；多重立＝テ愛育点、会若手中最下位＝アリテ 組綬畢的所見

賞験終了時＝ハ賓験開始時＝比シテ僅カユ約 5% 第1群標準飼料ヲ給輿シタルモノノ、、骨折後2日

ノ骨量重増加率ヲ示ス＝過ギズ。 日＝アリテノ、骨肉芽／形成アリテ、遺骨細胞モ多

鰐剖畢的所見 数出現シ核分音lj像ヲ見Jレ。 3日目＝テノ、之等ノ現

第1群J標準飼料ヲ給輿シタルモノト、第2群／ 象ハー増旺盛トナリ骨膜／肥厚著明トナル。4日目

標準飼料ヲ給輿シテ紫外線ヲ照射シタルモノノ、、 ュテハ遺骨細胞、彼骨細胞共＝多量kトナリ、骨肉

骨髄、内臓其他ノ祭育正常＝シテ何等ノ鑓紋ヲ認 芽ヨリ軟骨形成＝移行ス。3日目ユテノ、軟骨ノ形成

メズ。第三群無機趨類過多飼料ヲ給輿シタ Jレモノ 凝ン＝シテ破骨細胞モ亦多数ナり。

ノ、、骨絡、内綴等ノ俊育ハ前2群／モノ＝比シテ劣 第 2若草標準飼料ヲ給輿シテ骨折後紫外線ヲ照射

レドモ、特＝餐化ヲ認メ難シ。第4群ノ「ピタミン」 シタルモノノ＼骨折後二日目＝アリテノ、街少量f

B鉄乏飼料ヲ給輿シタルモノ、第5苦手／：食w過多＝ 骨肉芽形成ヲ見Jレ。三日目ユ至リテノ、骨肉芽／形

シテ他ノ無機種類侠乏飼料ヲ給典シタ Jレモノノ、、 成輪、多量トナリ、骨膜ノ、肥厚ス。造骨細胞少数＝

骨俗、内部諸臓器其他ノ愛育ノ、ー増不頁z シテ、 シテ被骨細胞ヲ認メズ。4日目＝アリテモ倫軟骨ノ

骨質モ脆弱ナリ。第 6群ノ無機種類扶乏飼料ヲ給 形成ヲ認メズシテ遺骨細胞モ亦少数ナリ。 5日目

輿シ J)｝レモノ z アりテノ、、骨髄、内臓其他ノ愛育ノ、 ユテノ、遺骨細胞ハ核分割像著明トナリ軟骨形成ア

最モ不頁＝シテ、骨質モ亦軟弱ナ P。

「レJ線率的所見

本.験＝アリテハ「レ」級事的検索＝ヨリテ、骨

折端＝於ケル治癒現象ヲ想像シ得ノレモノハ骨折後

3日目以後ノモノユシテ 3日目以後＝ア Pテモ明

日。

第 3群無機懇綴過多飼料ヲ給輿ジタ Jレモ／ノ、骨

折後；：日目＝至リテ少量ノ骨内芽ノ形成アルモ、遺

骨細胞＝乏シタ破骨細胞ヲ見ズ。4日目＝テノ、骨内

芽／形成モ漸次多量トナリ、遺骨細胞モ亦柏、多数

カナラザルモノ；多シ。 出現スJレニ至ノレ。5日目＝テノ、造骨細胞、破骨細胞

骨折後日日目＝於テ骨折端ノ吸牧所見アJレモ／ 共＝多数＝シア、遺骨細胞ユテノ、核分剖像著明ト

ハ、第1群／標準飼料ヲ給輿シタ Jレモノト、第2群 ナリ盛ンユ軟骨ヲ形成ス。

ノ標準飼料ヲ給輿シテ骨折後紫外線ヲ照射シタ Jレ 第 4群「ピタミンJR扶乏飼料ヲ給輿シタルモノ
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芽ノ形成アリテ、骨膜ハ肥厚シ、遺骨細胞モ粉多

数ナリ。 5日目＝アリテハ軟骨形成精多量＝シテ、

叉破骨細胞モ亦多数トナノレ。

第 6群無機種類侠乏飼料ヲ給輿シタノレモノ zテ

ノ、、骨折後 3日目＝テ栃少量ノ骨肉芽ノ形成アJレ

モ、遺骨細胞少数ナリ。 4日目＝テノ、遺骨細胞、破

骨細胞共＝多扱トナ H、5日目＝テハ軟骨形成セ

ラノレ。

第巻八．第嗣

／、骨折後九日目＝テハ少量ノ骨肉芽／形成アリ

テ骨膜ハ僅カ＝肥厚セリ。然レドモ遺骨細胞ハ少

数ユシテ破骨細胞ナシ。 4目日ュテノ、骨肉芽／形

成多量トナルモ、造骨細胞、破骨細胞共＝少数十

日。 5日日＝テハ遺骨細胞ノ出現多数＝ジテ軟骨

形成著明トナJレ。

第 5群食路過多＝シテ他／無機躍類飲乏飼料ヲ

給輿シタ Jレモノ＝アリテ、骨折後3日目ユテノ、骨肉

Fl' 科外木日354 

賓験成績穂括並＝考案IV 

「レ」線撃的所見並ニ組織接的所見ニ就テ述プレバ、標準飼料テ給興シタルモノニテハ、

骨折後 3日日ニ於テ既ニ「レ」線所見ニヨリテ、骨折端ノ l吸収現象テ認メ得ルモノアリト雛ー

モ、無機~~煩多量ナ Jレ飼料叉ハ「ピタミン」 B快乏飼料、食瞳過多ニシア他ノ無機盤類棋乏

飼料等テ給興シタ Jレモノニアリテハ、部i者ヨリモ所見不明ナリ。叉無機醜類快乏飼料テ給

興シタルモノハ向ー屠不明ニシテ、骨折後 5日目ニ至ルニ及ピテ漸ク治癒現象テ想像ス Jレ

ニ過ギズ。概シテ「レ」線・撃的ニ骨折後短時日間ニ於ナ Jレモノノ治癒程度テ検索スルハ難事

ト謂ハザル可カラス‘。

第l群｜標準飼料

第2群標準飼料紫外線
照射

第：鮮無機砲類過多筒
料

第 llft ピタミ y 11侠乏
かHI

第乃刻字1食店街過多他ノ無
i機盤類絞乏飼料

第G群無機塩煩扶乏飼
車ヰ

組織撃的所見ニアリテハ、標準飼料テ給興シタルモノハ、骨折後 2日目ニ於テ骨肉芽ノ形

成テ認メ、他群ノモノーアリアハ 3日目ニ於ア骨肉芽ハ形成セラ Jレ。然リト雄モ標準飼料

ア給奥シテ紫外線テj照射シタルモノハ、標準飼料ノミ給興シタ Jレモ／ヨリモ「カルルス」形

成ハ不良ナリ。叉無機臨類テ過剰ニ給輿シタルモノーアリアハ、標準飼料給輿紫外線照射

群ノモノヨリモー居不良ナリ。無機臨額紋乏飼料テ給興シタ Jレモノノ「カノレルス」形成ハ

最モ不良ーシテ従ツテ無力ナリ。叉全然無機臨類テ快ゲモノニ比スレパ食臨ノミナリト雑

モ給興スレノf「カ JレJレス」形成ハ良好トナ Jレ。

本質験ノ大要テ締括シテ表ニ示セパヨ穴ノ；如シ。

貰験成績綿括ノ表（第五報）
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同部論文附圏

第七闘

第八闘

第九闘

「一一第一間

第二倍！

第三前！

第四歯l

第五Ir.ii

第六岡
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V 結 論

1. 標準制料テ給輿シタ Jレモノニ紫外線テ）！＼~射スルモ、骨折治癒ニ針シアハ好影響テ／え

ボスモノニアラス”。

2. 飼料中ノ無機盤強過剰ハ骨折治癒テ障碍遅滞セシム。

3. 「ピタ Eン」 Bハ骨折治癒ニ影響テ及ボスモノニシア、共wと乏ハ治癒テ遅滞セシム。

4. 飼料中ニ無機瞳類テ快ダモノニ比シア、貧臨ノミト雌モ配合スレパ骨折治癒ハ良好

ナリ。

本質験ノ参考文献ハ本研究第七報ニ於テ併セテ記載ス可シ。

終リニ臨 iテ高木教授、幅士博士ノ多大ナ Jレ御援助テ感謝シ、御校閲ア賜リタル竹内

所長ニ深甚ノ謝意テ表ス。

第五報附圏

第16園ハ幼若「ラツテ」骨折後5日目ノ骨折部「レ」線潟主主像ユシテ、第I園ハ標準飼料群、第2

園ハ標準闘料ヲ給輿シテ骨折後紫外線ヲ照射シタ ノレモ／、第；i闘ノ、無機種類過多飼料群、第四

国ハ「ピタミン」B狭乏飼料群、第5固ノ、食盤過多＝シテ他ノ無機盤類絞乏飼料群、第 6圏ノ、無

機種類倹乏飼料群ナリ。

顛徴境潟英（何レモ骨折後3日目／骨折部）第7闘ハ標準飼料ヲ給輿シタ Jレモノ＝シテ、骨膜

ハ肥厚シ「カ JレFレス」ノ形成旺礎ナリ。第8園ハ無機盤類過多飼料ヲ給輿シタ Jレモノーシテ、

「カルルス」／形成アノレモ標準飼料ヲ給輿シタ Jレモノユ比シテ少量ナリ。第 9園ハ「ビタミン」

B扶乏飼料7給輿シタノレモノ＝シテ、「カルルス」ノ形成アルモ少量＝シテ且ツ無力ナ P。




