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　　　TAGUCHI，　H，　Studies　on云he　vasa　vasorte〃t（ゾ　the　trunle　artery　in　dogs　うyαプesin　cast　PreParation

and　microan．viog顧raphy．　Shinshu　Med．」．，28：83－99，1980

　　　The　nutrient　arteries　of　the　trunk　arteries，　i．　e．，the　aorta　and　main　arteries　branching　from

the　aorta，　in　dogs　were　studied　by　a　resin　cast　preparation　and　microangibgraphy，

　　　1，　Resin　cast　preparatioエ1　disclosed　as　follows：

　a）　The　nutrient　blood　vessels　of　the　aorta　and　main　arteries　branching　from　the　aorta　show　a

bridge－like　and　recurring　distri1〕ution　viewed　from　their　courses　and　their　origins．

　b）　The　brachiocephalic，　left　subclavian，　anterior　mesenteric　and　renal　arteries，　and　celiac　trunk，

all　have　bridge－1ike　nutrient　blood　vessels　which　branch　from　the　aorta　itself．　Therefore，　in　the

morphogenesis　of　various　pathologic　chaIlges，　it　is　supposed　that　they　have　a　close　relationship　to

the　aorta．

　　　2．　By　means　of　microangiography，　the　nutriellt　arteries　in　the　walls　of　the　ascending　aorta，

aortic　arch，　thoracic　and　abdominal　aorta　have　a　specific，　characteristic　distribution　including　the

course　and　branching，　depending　on　the　site．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication；October　31，1979）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要動脈の樹脂鋳型標本を実体顕微鏡により観察した。
　　　　　　　　1　緒　　　言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　成績

　Vasa　vasorumに関する研究は，従来色索又は墨　　　栄養動脈の起始する動脈については，著者の検索に

汁注入法により，動物あるいは人体例ですすめられて　　よれば表1のごとくであり，個々の検索例の間で若干

きたが1）－8），近年microangiographyが導入される　　の相違が見られた。これらの諸動脈から起始した小動

におよび，Vasa　vasorumの壁内分布に関してより　　脈が栄養動脈の主幹部となって更に小分岐し，大動脈

詳細な知見が得られつつある9）一’15）。一一fi，各種動脈病　　およびそれからの分岐主要動脈に分布しているのが観

変の際，それの発生ならびに進展にとって，Vasa　　察された。ただし検索例のうち，　No．201とNo．202

vasorumがいかなる役割を果たすのかについてはな　　では上行大動脈および大動脈弓に分岐・分布する栄養

お不明な点が多い。　　　　　　　　　　　　　　　　動脈主幹部が確認でぎず，No．203とNo。204でも大

　今回，著者は，大動脈およびそれから分岐する大型　　動脈弓に分岐・分布していると思われる栄養動脈主幹

動脈における病変の解析にとって欠くことのできない　　部を明らかにできなかった。検索例における栄養動脈

Vasa　vasorumの構築を明らかにするため，樹脂鋳　　　の起始と，栄養動脈の分枝が分布している動脈との関

型標本およびmicroangiographyを用いて，　Vasa　　係については，褒2で示すとおりである。この結果に

vasorum　の動脈側（以下栄養動脈という）の分布状　　　もとつくと，上行大動脈，大動脈弓，胸大動脈，腹大

態について検討を行った。　　　　　　　　　　　　　　　動脈および分岐主要動脈に分布する栄養動脈の起始は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概ね次のようになる。
　　　　　H　樹脂鋳型標本による追求

＆験楚灘舗、、前後の総犬，頭。大動．表1麟本で・墜れた栄翻脈の塑＿

脈ならび・・それから分岐す・主要動朧使肌た・樹壷遡量i…1・・21・・31・・41・・Sl・・61・・7

讐膨甥驚融罐黙の麟鍵鋤脈k＋＋＋．
を静注，5～10分後に股動脈より放血・屠殺し，直ち　　　　　　　回旋枝 十 十

十

十 十

する主要動脈（腹腔動脈，前・後腸間膜動脈，正中仙

醐胸・開腹・て左右総瓢脈・左右鎖骨下動脈・左　上行大動脈目　11H
右肺動鞭酬儲bその他の大動脈より分岐 @大動脈弓目口・1・
骨動脈，内・外腸胃働脈）についても同様に結紮した。　腕頭動脈

次いで一一一・・M・1の総馴脈・り，離・重合瞠剤（・・　総瓢脈薯

チルァニリソ）1％を加えた過酸化ベンゾイル1％加　　　右鎖骨下動脈

メタアクリル酸エチルおよびメチルエステル等貴混合　　　左鎖骨下動脈

十 十

十

十 十

十

十

十

十

十

十

十

灘翻撫讃瓢籍奮麟隠、製胸大蜥口　目
了した。なお注入液には，前もってブチルフタレイト　肋間動脈＋＋＋＋＋＋＋
姉販の赤の油絵具を適当量溶解させたものを5％の　賭顛道動脈　＋＋．＿＿一＿．．＋＋

割合で減，その後の観察を翻ならしめ・・うにし　腹大動痢・1・1＋＋＋刊・

た。注入後・総頸動脈よりの液の流出を防止した後，　　　腰　　動　　脈

肺・肝・脾・胃および腸管を摘出，懸幹の皮膚を剥離　　腹腔動脈

し頸部・四肢を切断した後，脊椎骨・肋骨・魎幹筋お　　　前腸間膜動脈

よび大動脈ｫ辺の諸嚇こ手轍ることなく，その　腎動脈薯
まま4°～5°Cの温水中暇して1～2日間鷹した・　後月胴膜動脈

隻譜謙綴謙報灘鷲雛・易骨珈蝦
せ，水洗．乾燥の後，得られた大動脈ならびに分岐主　1中イlll動脈

十 十 十

十

十

十

十

十

十
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表2　鋳型標本により栄養動脈分枝の確認された例数（総数7例）

分布動脈

超始動脈

　　　　　　　右
冠　動　脈
　　　　　　回旋枝

腕　　頭　　’動　　脈

総　頸　　動　脈

左鎖骨下動脈
大　　動　　脈　　弓

肋　　間　動　脈

気管支食道動脈
腹　大　　動　　脈

腰　　　動　　　脈

後腸間膜動脈

上行大動
　脈
球1響
3

1

4

3

1

1

大動

脈弓

1

3

2

胸大動脈

圭輔i智

1

1

7

4

腹

大動
脈

5

6

3

腕頭

動脈

1

6

1

総頸

動脈

2

2

1

鎖骨下動
　脈

司左

2 2

3

1

腹腔

動脈

3

前腸
間膜
動脈

3

腎

動脈

6

後腸
間膜
動脈

3

　1　上行大動脈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐した小動脈も又，栄養動脈として腹大動脈に分布し

　大動脈球では，半数以上の観察例で，右冠動脈ある　　ているのが認められた（図11，12）。

いは回旋枝より分岐上行する小動脈枝が更に小分岐し，　　　5　分岐主要動脈

栄養動脈としてその部を囲続・分布しているのを認め　　　a　腕頭動脈，総頸動脈および右鎖骨下動脈

た（図4）。大動脈球に続く上行部には，主として前述　　　腕頭動脈では，主として腕頭動脈自体から分岐した

した冠動脈よりの分枝が樹枝状に分布しており，一部　　小動脈が，栄養動脈として再び回帰性に分布している

の例では，腕頭動脈あるいは大動脈の凸側より分岐し　　のを殆どすべての観察例で認めた。その他なかには，

た小動脈が，栄養動脈として分布しているのが見られ　　右冠動脈より分岐上行した小動脈枝の末梢部がこの部

た（図4，5，6）。　　　　　　　　　　　　　　　　　まで達しているもの，大動脈弓から分岐した小動脈が

　2　大動脈弓　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養動脈としてこの部に分布しているものなども見ら

　大動脈弓では，主として腕頭動脈および大動脈弓自　　れた（図13，5，6）。腕頭動脈から左右総頸動脈，右

体から分岐した小動脈が，栄養動脈として分布してお　　鎖骨下動脈などへの分岐部附近には，少数例ながら，

り，なかには右冠動脈よりの分枝がこの部まで達して　　腕頭動脈より分岐した小動脈がそれら諸動脈に栄養動

いる例も見られた（図5，6，7，8）。　　　　　　脈として分布しているのが認められた（図18）。総頸

　3　胸大動脈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動脈では，総頸動脈自体から分岐した小動脈，腕頭動

　大動脈弓に続く胸大動脈上端では，一部の例で腕頭　　脈あるいは左鎖骨下動脈より分岐した小動脈などが，

動脈および大動脈弓より分岐した小動脈の分布を認め　　栄養動脈として分布しているのが観察された。

たが，それ以外にはどの例にあっても，栄養動脈の主　　　b　左鎖骨下動脈

幹部と思われるものは見られなかった。上端を除いた　　　起始部にあっては，ほぼ1／3の例で，腕頭動脈より分

その他の胸大動脈では，全観察例で，肋間動脈起始部　　岐した小動脈がこの部に分布しているのが観察され，

より分岐した小動脈が栄養動脈として分布しているの　　なかには，大動脈凸側より分岐した小動脈が，栄養動

が認められ，半数以上の例では，更に気管支食道動脈　脈として分布している例も見られた。遠隔部では，半

起始部からの分枝の分布も見られた（図8，9，10）。　　数近くの例で，左鎖骨下動脈自体より分岐した小動脈

　4　腹大動脈　　　　　　　　　　　　　　　　　　が，栄養動脈として回帰性に分布しているのが認めら

　腹大動脈では，殆どの観察例で，腰動脈の起始部よ　　れた（図6，14，17）。

り分岐した小動脈および腹大動脈自体より分岐した小　　　c　腹腔動脈および前腸間膜動脈

動脈が，栄養動脈主幹部となって分布しているのが観　　　この両動脈にあっては，腹腔動脈と前腸間膜動脈の

察され，更に半数近い例で後腸間膜動脈起始部より分　　間の腹大動脈前面より分岐した小動脈が栄養動脈主幹
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部となり，両動脈の起始部に向けて分枝をのばしてい

るのが，ほぼ半数近くの例で認められた（図15）。

d　腎動脈

　腎動脈では，左右の腎動脈の聞の腹大動脈前面より

分岐した小動脈が栄養動脈となり，腎動脈起始部に分

布しているのを殆どの観察例において認めた（図16）。　　　　　　　：．

e　後腸間膜動脈

　この動脈にあっては，その起始部より分岐した小動

脈が腹大動脈へ栄養動脈枝をおくると同時に，自己の

起始部にも回帰性に分布しているのを，半数近い観察

例で認めた（図12）。

f　内外腸骨動脈および正中仙骨動脈

　検索の範囲内では，これらに分布する栄養動脈分枝

は観察されなかった。

　C　小　括

　栄養動脈には，起始してから分布に至る経路からみ

て，起始動脈から分岐してのちやや遠隔の部位まで走

行して，その後，異名の動脈に橋わたし状に分布する

國
順向橋わたし型

圃
逆向橋わたし型

近接回帰型

遠隔回帰型

高為懲轍撒眞離慰甲鐵　図・轍・おけ・糊脈嚇
脈が橋わたし状に分布するものの中には，起始動脈の　　　　左鎖骨下動脈：順向橋わたし型＋近接回帰型

内径の方が分布動脈の内径より大なる場合と小なる場　　　腹腔動脈：順向橋わたし型

合の2種類があり，又，回帰性に分布するものにあっ　　　前腸間膜動脈：順向橋わたし型

ても，その分布部位が，栄養動脈の起始したところか　　　腎動脈：JI頂向橋わたし型

らおよそ1cm以内である場合とそれ以上に遠隔の部　　　後腸間膜動脈：近接回帰型

位に分布している場合の2種類が認められる。そこで，　これを模型図で示すと図1のごとくなる。内外腸骨動

栄養動脈が橋わたし状に分布し，かつ起始動脈の内径　　脈および正中仙骨動脈の起始部については，腹大動脈

の方が分布動脈の内径より大なるものをr順向橋わた　　壁に分布する栄養動脈が延長・分布しているものと考

し型」，小なるものを「逆向橋わたし型」とし，又，　　えられる。

栄養動脈が回帰性に分布し，その分布都位が起始した
ところからおよそ1cm以内である場合には「近接回　　　　　　皿　Mic「oangiog「aphyによる追求

帰型」，1crn以上である場合には「遠隔回帰型」と名　　　A　材料および方法

付けて，上行大動脈，大動脈弓，胸大動脈，腹大動脈　　　実験には，体重約10kg前後の雑種成犬8頭の大動

およびそれらからの分岐主要動脈の各々について，栄　　脈およびそれから分岐する主要動脈を用いた。ミンタ

養動脈の分布様式を分類してみると次のようになる。　　一ル麻酔後，ヘパリン5，000単位を静注，5～10分後に股

なお，主たるものについてはゴシックで示した。　　　　動脈より放血・屠殺した。屠殺後速やかに開胸・開腹し，

　上行大動脈：逆向橋わたし型＋遠隔回帰型　　　　　　左右総頸動脈・左右鎖骨下動脈・腹腔動脈・前腸間膜動

　大動脈弓：逆向橋わたし型＋近接回帰型　　　　　　脈・左右腎動脈・後腸間膜動脈・内外腸旨動脈・正中

　胸大動脈：逆向橋bたし型＋遠隔回帰型　　　　　　　仙骨動脈を露出・結紮し，更に左右肺門部で肺動静脈

　腹大動脈：逆向橋わたし型＋近接回帰型　　　　　　　を気管支とともに結紮した。一方，図2のごとき注入

　腕頭動脈：近接回帰型＋順向橋わたし型＋逆向橋わ　　装置を一側の頸動脈に接続し，あらかじめ37・Cに加

　　　たし型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　温した生理食塩水で血管内腔を灌流，同様に加温した

総頸動脈：順向橋わたし型＋近接回帰型　　　　　　　ウログラフィン2％加・硫バリゾル・Rを血管内に注

　右鎖骨下動脈：順向橋わたし型　　　　　　　　　　　　入した。注入圧は，装置に接続された血圧計により，
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イヌ幹動脈栄養血管の観察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見られるが中間部の分枝ではあまり見られず，末梢部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　において内径約7～10μm前後の細血管網が形成され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている（図19）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　断面観察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　内径30～40μ皿の栄養動脈の大分枝が，外膜より直

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　角あるいは斜走して壁内に進入し，内径15～20μm前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後の分枝を出しながら中膜のほぼ中央部まで達し，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の部で急に屈折して大動脈軸に対し輪状に分布してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　る。壁内栄養動脈は，中膜外側部のうちでもその外半

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層に比べると内半層の方がより豊富に分布しているの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が見られた（図20）。

　　　　　．図2造影剤注入難　　　　、燭脈弓

雛繍礎驚栓c搬塩水　・緬観察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養動脈のもっとも大きな分枝は，内径30～40μm

180～200mmHgに保った。・ミリウム注入は，胸・腹　　で著しい屈曲を示している。その大分枝から内径10μm

壁の筋層中に存在する小動脈枝に，バリウムの充盈を　　前後の小分枝が鋭角又は直角をなして分岐し，その後

認めて後終了した。次いで，大動脈および分岐主要動　　　徐々に内径を減じながら樹枝状に分布している。大分

脈を外膜周囲組織とともに摘出し，10％ホルマリン液　　枝より末梢部にいたるまで，それらの走行には屈曲が

で固定，検索の材料とした。固定後の大動脈および分　　著明であるほかは全体としての特微は特に見られない

岐主要動脈は，超軟X線発生装置Softex　EMB型　　が，凹側においてのみ筋層に平行して輪状に走る傾向

（小焦点使用．日本ソフテックスKK）により，外膜　　　が見られた。又，凸側にあっては，腕頭動脈’左鎖骨

周囲組織剥離後の全層を平面および断面の両方向から　　下動脈分岐部で，それらを取り巻くようにして分布す

撮影した。なお，断面からの撮影は厚さ約1mmで行　　る比較的大きな栄養動脈が認められた。血管吻合は・

った。撮影条件は，管電圧26KV，管電流2mA，露　　大分枝には見られるが中間部分枝では明瞭でなく，末

出時間10～15min，又，試料はフィルム面と密着させ，　梢部は内径8μm前後の著明な細血管網を形成してい

フィルム・焦点間距離は11．5cmとした。撮影用フィ　　た（図21）°

ルムには，コダック649＿　Oを使用した。撮影後のフ　　b　断面観察

イルムは，現像・乾燥後スライドグラスにビオライト　　　外膜部の大分枝から樹枝状あるいは不規則に分岐し

で封入し，顕微鏡で観察した。　　　　　　　　　　　　た栄養動脈は，中膜の外1／3～1／2層の範囲に，大動脈

　B成績　　　　　　　　　　軸に対しほぼ輪状ではあるが不規則かつ複雑な走行を
　上行大動脈，大動脈弓，胸大動脈，腹大動脈および　　示しながら分布し，所によっては一見網状に見える部

それらから分岐する主要動脈の各々について，栄養動　　もある。末禰部の分枝のなかには，中膜の外1／3部な

脈の検索を行つた。個々の観察例では分枝の多寡に若　　いしは中央部に至り・急に屈折して筋層と平行して輪

干の相違を認めたが，壁内での栄養動脈の分岐および　　状に走るものも見られた・中膜での細血管網は，断面

分布状態．走行などには基本的な相違はなく，ほぼ共　　観察では明らかでなかった（図22・23）。

通した構築を示していた。従ってその結果については，　　3胸大動脈

一括して述べる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弓部に続く胸大動脈上端部における栄養動脈の分布

　1　上行大動脈　　　　　　　　　　　　　　　　　状態は・弓部に比較的類似しているが，それ以外の部

a　平面観察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分ではかなり特異な分布状態が観察された。

　栄養動脈のもっとも大きな分枝は，内径30～70μm　　　a　平面観察

で強い屈曲を示し，大動脈軸に対して輪状の走行をと　　　栄養動脈の大分枝としては，内径15～30μm，時に

る傾向が強い。それらの分枝から内径15～20μmの小　　40～50μmを示すものが観察され，それらより内径10

分枝が鋭角又は直角に分岐し，徐々に内径を減じなが　　μm以下の小分枝が直角又は鋭角をなして数多く分岐

ら樹枝状に分布している。血管吻合は，大分枝で時に　　しているのが見られた。末梢部での豊富な細血管網の
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形成は認められたが，その他の部では血管吻合が明ら　　μm以下の吻合を有する栄養動脈が，被栄養動脈軸と

かでなかった。栄養動脈の屈曲は乏しく，走行は全体　　ほぼ平行に走っているのを僅かに認めるに過ぎなかっ

として大動脈軸に沿う傾向が見られた（図24）。　　　　　た。大動脈壁栄養動脈と大動脈よりの分岐動脈壁栄養

b　断面観察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動脈との吻合については，透徹漂本観察により明瞭に

　大動脈壁に垂直又はやや斜走して進入する内径20～　　認められた（図29，30）。

30μmの分枝が見られ，それらの中には不規則な走行　　　C　小括

および分岐を行うものもあるが，多くはそのまま中　　　イヌの大動脈およびそれからの分岐主要動脈に造影

膜の外1／3部ないしは中央部まで殆ど分岐することな　　剤を注入し，超軟X線撮影により壁内栄養動脈の分岐

く進み，その部に至り急に内径10～15μm，所によっ　　および分布状態を検索した。①上行大動脈においては，

ては8μm前後の数本の枝に分岐する。この時の分岐　　栄養動脈は外膜より壁内へ徐々に内径を減じながら樹

はほぼ直角に近い角度でなされ，この小分枝はその後　　枝状に分布し，中膜のほぼ中央部まで達して豊富な細

筋層と平行に輪状に走行し，一見ブドウ樹枝様に分布　　血管網を形成している。それらの走行は，おおよそ大

している。宋梢部における細血管網は，断面ではあま　　動脈軸に対して輪状である。②大動脈弓では，栄養動

り明らかではない（図25，26）。　　　　　　　　　　脈が著明な屈曲を示しており，壁内には内径の小さい

　4　腹大動脈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養動脈が樹枝状に分布し，中膜の外1／3部あるいは

a　平面観察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央部まで達している。末梢部での細血管網形成は著

　内径30～50μmの屈曲が多く比較的分岐の少ない栄　　明である。それらの走行は，大動脈弓凹側にあっては

養動脈の大きな分枝が見られ，それらから内径10gm　　大動脈軸に対して輪状であるが，大動脈弓凸側におい

前後の小分枝が直角あるいは直角に近い鋭角をなして　　ては特徴が見られない。③胸大動脈では，栄養動脈は

分岐している。大分枝から末梢部にいたるまでその全　　血管壁に対して垂直に近い形で壁内に進入し，中間部

体としての走行は，大動脈軸に対して平行なものが多　　での分岐は極めて少なく，中膜の外1／3部ないしは中

い。血管吻合は，大分枝では認められるが末梢部では　　央部に至り急に屈折し，大動脈軸に対して輪状で筋層

明らかでない（図27）。　　　　　　　　　　　　　に平行して走り，ブドウ樹枝様の分布を示している。

b　断面観察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末梢部での細血管網形成は豊富である。栄養動脈の全

　中膜の外1／2～1／3層の範囲に，不規則な走行を示す　　体としての走行は，大動脈軸にほぼ平行している。④

内径20～30μmの大きな栄養動脈分枝が分布し，それ　　腹大動脈においては，中膜の外1／2～1／3層の範囲に不

らから内径10μm前後の小分枝が分岐しているが，分　　規則な走行を示す比較的内径の大きな栄養動脈が見ら

枝の数はかなり少ない。又，細血管網形成も見られな　　れ，それからの分枝は少数であり，細血管網形成も明

かった（図28）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　らかでない。栄養動脈全体としての走行は，大動脈軸

　5　腕頭動脈，左鎖骨下動脈，腹腔動脈および腎動　　に対してほぼ平行しているものが多い。⑤分岐主要動

　　脈の起始部　　　　　　　　　　　　　　　　　脈起始部における栄養動脈は，大動脈壁栄養動脈と吻

　大動脈に比べて血管壁が極めて薄く，断面での超軟　　合を持つが，大動脈壁に比べると分布密度は極めて疎

X線撮影が不可能であり，平面観察しか行いえなかっ　　である。⑥大動脈内腔と直接交通する栄養動脈は，検

たため，これらの部位についてはキシロール透徹をも　　索の範囲内では認められなかった。大動脈壁内におけ

併用して観察を行った。これらの動脈にあっては，分　る栄養動脈の分布状態を模型的に示せば，図3のごと

岐直後より栄養動脈の分布は急激に疎となり，内径10　　くなる。

上行大動脈　　　　　　　　　　　胸大動脈　　　　　　　　　　　　腹大動脈
大動脈弓

　　　　図3　栄養動脈の壁内分布模型図（断面撮影）
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図・右調脈お・び回旋枝・・分岐・，大動脈　図・右冠動脈より分岐謡行大懸大諜
球お。び上行部紛布す・懸動脈・・　　弓お・礪頭蜥起㈱一分布す栄翻
（鋳型標本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×4（鋳型標本）

図6　大動脈弓凸側より分岐し，腕頭動脈，左鎖骨下動脈起始部お

　　よび上行大動脈に分布する栄養動脈　x4（鋳型標本）
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図7　大動脈弓凹側より分岐し，大動脈に反転・　　　　図8　腕頭動脈より分岐し，左鎖骨下動脈起始部，

　　分布する栄養動脈　x4（鋳型標本）　　　　　　　　　大動脈弓凸側および胸大動脈の一部に分布す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る栄養動脈　×4（鋳型標本）

．　図9　肋間動脈起始部より分岐し，胸大動脈に分　　　　　図10　気管支食道動脈起始部より分岐し，胸大動

　　　　布する栄養動脈　×5（鋳型標本）　　　　　　　　　　　脈に分布する栄養動脈　×4（鋳型標本）
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図11翻脈起始部より分岐し，腹大動脈に分布　図12後腸間劇脈起始部より分岐し・腹大動脈
する栄養動脈　×4（鋳型標本）　　　　　　　　　　　および自分自身に分布する栄養動脈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×4（鋳型標本）

図13瀬蜥より分岐する栄翻脈　　　図14腕頭動脈より分岐し・左鋪下動脈起始部
x5（鋳型標本）　　　　　　　　　　　　　　　　　に分布する栄養動脈　×5（鋳型標本）
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図15　腹腔動脈と前腸間膜動脈の問の腹大動脈よ　　　　図16左右腎動脈の間の腹大動脈より分ll皮する栄

　　り分岐する栄養動脈　×4（鋳型標本）　　　　　　　　養動脈　×10（鋳型標本）

　図17左鎖骨下動脈より分岐する栄養動脈　　　　　　　図18腕頭動脈より左右総頸動脈，右鎖骨下動脈
・　　　　×10（鋳型標本）　　　　　　　　　　　　　　　　　への分岐部から分岐する栄養動脈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×4（鋳型標本）
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図19上行大動脈（平面）．栄養
　　動脈の屈曲と末梢部の細血管

　　吻合　×20（超軟X線写真）

図20上行大動脈（断面）．樹枝
　　状に分布する栄養動脈　×20

　　　　　　　（超軟X線写真）

図21大動脈弓（平面）．栄養動
　　脈の著明な屈曲と末梢部での

　　細血管吻合　x20

　　　　　　　（超軟X線写真）
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図22大動脈弓（断面）．栄養動
　　脈の樹枝状分布　×20

　　　　　　　（超軟X線写真）

図23　同上　×50

　　　　　　　（超軟X線写真）

図24　胸大動脈（平面）．屈曲に

　　乏しい栄養動脈と著明な細血

　　管網　×20（超軟X線写真）
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図25　胸大動脈（断面）．中膜に

　　おける栄養動脈のブドウ樹枝

　　様分布　×20

　　　　　　　（超軟X線写真）

図26同上　x50
　　　　　　　（超軟X線写真）

図27　腹大動脈（平面）．屈曲が

　　多く，分枝が乏しい栄養動脈

　　　　　×20（超軟X線写真）
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図28　腹大動脈（断面）．不規則

　　な走行を示す中膜の栄養動脈

　　×50　　　（超軟X線写真）

図29左鎖骨下動脈起始部（平
　　面）．細くて分布密度の低い

　　栄養動脈　×20

　　　　　　　（超軟X線写真）

図30　腎動脈起始部．腹大動脈に

　　比べ分布密度が極めて低い栄

　　養動脈　×4
　　　　　　　　　（透徹標本）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に大動脈からの順向橋わたし型栄養動脈が分布される

　　　　　　　　IV考察　　 動脈枝までを，前述したような意味から幹動脈と呼び

　ヒトの血管にあっては，内径1mmを越えるすべて　　たい。

の動静脈にVasa　vasorumが認められ17），塚本6），　　　大動脈Vasa　vasorumの壁内分布については，著

中山8）1s）によると，胎生4ケ月の胎児大動脈で，内径　　者のイヌによる検索によれば，上行大動脈から腹大動

0，8mmの段階からVasa　vasorumが出現するとい　　脈に至る各部で，中膜の外1／3部あるいは中央部の深

われる。内径が大きく管壁も厚い大血管にあっては，　　さまで達しており，各部での相違はあまり見られず，

当然のことながら小血管よりも多くのVasa　vasorum　　中膜の内半層まで達する栄養動脈は1例も認められな

を必要とし，成人では近接あるいはやや遠隔の動脈枝　　かった。大動脈壁におけるVasa　vasorumの深達

からVasa　vasorumが分岐してきているといわれ　　度は，従来からの報告例でみても，ヒト・動物ともに

る2）5）6）。著者のイヌでの観察によると，もっとも遠　　中膜の中央部又は外1／3都までの深さであり，中膜内

距離まで分布していたのは，右冠動脈から起始した栄　　層にはVasa　vasorumを認めていない3）4）6）8）10）12）13）

養動脈であり，大動脈およびその分岐主要動脈には・　　17）19）。しかしLange19）によれば，内膜肥厚を伴う際

大動脈自体から分岐した小動脈あるいは分岐主要動脈　　には中膜の内1／3層までVasa　vas。rumが達すると

より分岐した小動脈が，栄養動脈として分布している　　いわれ，Benninghoff20）は，牛大動脈では内膜の直

のを認めた。大動脈壁のVasa　vasorumの分布密度　　下部までVasa　vasorumの分布が見られることを報

が，ヒトと他の動物とでは異なるように9），起始にお　　告している。

いても当然根違があるとは考えられるが，イヌ大動脈　　　大動脈Vasa　vasorumの壁内における吻合につい

および分岐主要動脈をこれらに分布する栄養動脈の起　　ては今までも数多く報告され，著者の観察でも同様な

始より，①順向橋わたし型，②逆向橋わたし型，③近　　所見が得られた。

接圓帰型，④遠隔回帰型の4つに分類してみると，極　　　大動脈内腔から内・中膜を貫いて壁内に進入し，壁

めて興味ある点に気付く。即ち，逆向橋わたし型にあ　　内で分岐・分布しているような内腔交通型のVasa

っては，栄養動脈主幹部はその殆どがかなり大きな内　　vasorumについては，著者の観察ではまったく認め

径を有する小動脈であり，又それらが起始してより分　　えなかったが，この点に関しては，今までにもかなり

布に至る走行も，橋わたし状の経路をとっている。し　　異なった報告がなされている。Wo。Clruff1），　Schli一

かし，順向橋わたし型ならびに近接および遠隔回帰型　　chterg）は内腔交通型のVasa　vasorumが認められ

にあっては，栄養動脈主幹部は前者に比較すればかな　　たとし，それらは壁内で栄養動脈あるいは栄養静脈と

り細く，更に近接および遠隔回帰型では，外膜に極め　　吻合を有するというが，Robertson3），　McCuneら4），

て近い部位を走行している。したがって，仮に大動脈　　Nylanderと01erudlo）は，同じ動物を使用しながらも，

およびその分岐主要動脈の外膜部に病変が引き起こさ　　その種のVasa　vasorumは存在しなかったとしている。

れた場合には，それらの動脈に起始する栄養動脈の中　　人体例においても，Woerner22），　Clarke14）15）は，

でも，順向橋わたし型ならびに近接および遠隔回帰型　　大動脈における内腔交通型のVasa　vasorumの存在

の栄養動脈の方が逆向橋わたし型栄養動脈よりも恐ら　　を認めているが，Benjaminll）はこれを否定し，中

く早くから障害され，当然それが分布する動脈壁にも，　山8）は，成人の場合大動脈におけるその種のVasa

より早期から何らかの影響が及ぶものと考えられる。　　vasorumは例外的であるが，四肢の動脈ではしばし

ことに大動脈の主要動脈枝のうち，大動脈に起始する　　ば見られると述べ，塚本6）は，胎児大動脈にあっては

順向橋わたし型栄養動脈のみが分布する腹腔動脈，前　　通常内腔交通型のVasa　vasorumが見られ，成人大動

腸間膜動脈，腎動脈などの起始部にあっては，大動脈　　脈では見られないとしている。著者の行ったイヌ大動

の病変の進展とかなり深い関係を有するであろうし，　　脈断面のmicroangiographyによる観察では，前述し

腕頭動脈および左鎖骨下動脈にあっても，同様な栄養　　たように内腔交通型のVasa　vasorumと思われるも

動脈枝が存在することより，まったく無関係というわ　　のはまったく認めえなかった。しかし，樹脂鋳型標本の

けにはいかないものと考えられる。那須のいう幹動　　観察では，大動脈およびその分岐主要動脈から分岐し

脈23）を直接に解明する所見にはならないが，著者は，　　て，橋わたし状又は回帰性に異名あるいは同名の動脈

イヌの揚合，大動脈から分岐する主要動脈のうち，特　　に分布する小動脈が認められた。Smetanaも大動脈
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から分岐する栄養動脈を認め，大動脈を栄養動脈の起
始の、つV。1，nえて、、る・・．又，　Nyl。nderと・1er・d1・）　　　　V結　語

によると，大動脈には内腔交通型のVasa　vas。rumは　　　イヌ幹動脈（大動脈およびそれからの分岐主要動

ないが，大動脈内腔から管壁を貫き外膜部に達して反　　脈）の栄養動脈を，樹脂鋳型標本およびmicroangio一

転し，回帰性に大動脈に分布する栄養動脈が存在する　　graphyにより検索した。

と述べられている10）。著者の認めた回帰型および一部　　　1・樹脂鋳型標本による検索では，a）大動脈およ

の橋わたし型栄養動脈は，Smetana2），　Nylanderと　　びそれからの分岐主要動脈の栄養動脈には，起始して

Olerud10）の記載した前述の栄養動脈と恐らく同一一の　　から分布に至る経路からみて，橋わたし状に分布する

ものと考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　ものと・回帰性に分布するものとが認められた。b）

　大動脈におけるVasa　vasorumの分布の特徴にっ　　大動脈から分岐する大型動脈のうち，腕頭動脈，左鎖

いては，Clarke14）15），　NylanderとOlerudlo）によりわ　　骨下動脈，腹腔動脈，前腸間膜動脈および腎動脈では，

ずかに大動脈の一部について触れられているに過ぎず，　いずれにも大動脈自体から分岐した橋わたし型栄養動

ましてや，上行大動脈より腹大動脈の全長にわたり，同　　脈が分布していることから，幹動脈における種々の病

＿個体で比較検討されたものは未だその報告をみない。　変の形態発生の上で，それら諸動脈枝と大動脈との深

著者の観察によれば，上行大動脈，大動脈弓，胸大動脈　　いかかわりあいが想像された。

および腹大動脈の各都に分布する栄養動脈には，ほぼ　　　2・Mic「oangio9「aphyによる検索によれば，上

各々の部位に一致して構築上かなりの相違が見られた。　行大動脈，大動脈弓，胸大動脈および腹大動脈におけ

上行大動脈では，栄養動脈は大動脈軸に対してほぼ輪　　る栄養動脈の壁内分布は，走行，分岐゜分布状態など・

状の走行をとり，平面観察での屈曲は著明であるが，　　各部位によりそれぞれ特徴的な構築を示しているのが

断面観察ではそれ程目立たない。壁内での分布状態に　　認められた。

は，樹枝状である他特徴は見られない。大動脈弓では，
凹側で輪状走行をとるが，凸側での走行には特徴がな　　　本論文の要旨は，第12匝旧本脈管学会総会（1971年

い。しかし，平面．断面観察のいずれにおいても，栄　　10月）および第61回日本病理学会総会（1972年4月）

養動脈の屈曲が著明である。壁内での分布状態は，上　　において発表した・

行大動脈とほぼ同様である。Clarkeも上行大動脈でコ　　　稿を終わるにあたり，懇切なるご指導’ご校閲を賜

イル状走行を認めている14）15）が，これらの構造は，収　　つた恩師本学医学部第2病理学教室那須毅教授に深

縮期における大動脈の拡張に対処する上で，極めて適　　甚なる謝意を表します。また本研究に多大なご協力を

当な髄といえよう．胸燭脈蛭ると，栄翻脈嚇　いただいた本学畔部第2病群教室勝1⊥1郷駄

築はかなり様椰・異な。てくる．走行は鋤脈陣対　らび綱畔一元助靴感謝の勲表します・

して縦走しており・平面観察で屈曲もあまり認められ　　　文献
なくなる。ことに断面では特徴的な構築が見られ，ブ
ドウ樹枝様分布を示していた．・のよう婦造は，剥　1）W°°d「uff，　C・　E・：Studies°n　the　vasa　vas°’

離性大動脈瘤の際，その進展を助長する可能性を示唆　　　　「u「n・Am　J　Pathol，2；567－569・1926

するものと考えられる。腹大動脈では，Nylanderと　　2）Smetana・H・：Vasa　nut「ia　de「Ao「ta・

01。，udの報告1。）胴様に大動脈・隙・対して継する　　Vi「ch°ws　A「ch・274：17°－187・1929

栄翻脈が認められ，平面・断面観察のし・ずれにおい　3）R°be「ts°n・H・F・：Vascula「izati°n°f　the

ても，かなり著明な屈曲が見られた。壁内分布では，末　　　　tho「acic　ao「ta・A「ch　Pathol　Lab　Med・8：

槍血管の吻合は明らかでなく，末梢分枝も比較的少数　　　　881’“893’1929

しか見られなか。た．これらの構造は，収縮鋤・おけ　4）McCune・W・S・・Thistlethwaite・J・R・・

る大動脈の拡張に対処する上では適当な構造と思われ　　　　Keshishian・J・M・and　Blades・B・：The　nu°

るが，末梢部での分岐が乏しくかつ吻合も見られない　　　　trition　of　blood　vessel　grafts・Surg　Gyneco1

点からすると，大動脈壁への酸素あるいは栄養の供給　　　　Obstet・94：311－316・1952

という面からは，他の大動脈各部に比較してやや不利　　　5）中山知雄，塚本陽一，塚本金助，野田吉隆：脈管

な構築と考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　の血管に関する研・究，解剖誌，26：16－17，1951

　98　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌　Vo1．28



イヌ幹動脈栄養血管の観察

6）塚本金助：大動脈のVasa　vasorumに関する発　　　　of　the　vasa　vasorum　of　the　normal　human

　　　生学的研究，日大医誌，11：998－1004，1952　　　　　　ascending　aorta．　Br　Heart　J，27：99－104，

7）浄住瑞雄，滝井常英：脈管の血管について．熊本　　　　1965

　　　大解剖業14号：A（1）－A（6），1952　　　　　　　　　16）奥平雅彦：肝臓，三浦義彰，斉藤　守，織田敏次

8）中山知雄：血管の栄養血管．解剖誌，40：9－10，　　　（編），高橋忠雄（監），PP．27－28，医学書院，東

　　　1965　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京，　1964

9）Schlichter，　J。　G．：Vascularization　of　the　aorta　　　17）Ebner，　V．　v．：In‘‘Koellikers　Handbuch　der

　　　in　different　species　in　health　and　disease．　　　　Gewebelehre　des　Menschen”，7．　Aufl，，3，　S．

　　　Am　Heart　J，35：850－851，1948．　　　　　　　　　635－675，　Wilhelm　Engelmann，　Leipzig，1920

10）Nylander，　G．　and　Olerud，　S，：The　distri－　　18）中山知雄：血管壁の栄養．日大医誌，　9：207－

　　　bution　of　the　vasa　vasorum　in　the　abdominal　　　　212s　1950

　　　aorta　and　the　vena　cava　inferior　in　dogs．　　　19）Lange，　F，：Studieren　zur　Pathologie　der

　　　Angiology，11：522－529，1960　　　　　　　　　　　　　Arterien，　insbesondere　zur　Lehre　von　der

11）Benjamin，　H．　B．，Bartenbach，　G．　and　Zeit，　　　　　Arteriosklerose．　Virchows　Arch，248：463－

　　　W．：The　importance　of　the　vasa　vasorum　　　　604，1924

　　　0f　the　aorta．　Surg　Gynecol　Obstet，110：224　　20）Benninghoff，　A．：In　“M611endorffs　Handbuch

　　　－228，1960　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　mikroskopischen　Anatomie　des　Mensch－

12）Sousa，　A．　D．　and　Alvares，　L．：Microan・　　　en”，6，1Tei1，　S．63－65，　Springer，　Berlin，1930

　　　giographic　study　of　the　vasa　vasorum　of　　21）Wilens，　S．　L．，Malcolm，　J，　A．　and　Vazquez，

　　　the　thoracic　aorta．　Radiology，75：91－96，　　　　J．　M．：Experimental　infarction（medial

　　　1960　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　necrosis）of　the　dog’s　aorta．　Am　J　Patho1，

13）Clarke，」．　A．：An　x－ray　microscopic　study　of　　　　47：695－711，1965

　　　the　vasa　vasorum　of　normal　human　pulmo－　　22）Weerner，　C．　A．：In“The　arterial　wall；Its

　　　nary　arteries．　Thorax，19：561－567，1964　　　　　　　aging，　structure　and　chemistry”，　Lansing，

14）Clarke，　J．　A．：An　x－ray　microscopic　study　　　　A．1．（eds．），　PP，1－14，　Williams＆Wilkins，

　　　0f　the　vasa　vasorum　of　normal　human　　　　Baltimore，1959

　　　thoracic　aorta．　Z　Anat　Entwicklungsgesch，　　23）那須　毅：閉塞性増殖性幹動脈炎の病変組織像と

　　　124：261－267，1964　　　　　　　　　　　　　　　　　その発生病理．日臨，26：204－211，1968

15）Clarke，　J．　A，：An　x－ray　microscopic　study　　　　　　　　　　　　　　　　（54．10，31受稿）

No．、1，　1980　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gg


