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緒 言

先 にPETROFF (1922)1)とGLASUNOW (1926)2)は,

生体染色 に トリパ ンブラウ溶液 を用いて,イ エウサ

ギの大動脈壁の中膜への染料の進入 を検べ,中 膜の

内側3分 の2に は,栄養 血管の分布がない と記載 して

いる。その後, BENNINGHOFF (1930)3)は,ウ シの 大

動脈にお いて は,栄 養血管は内膜に接 して分布す る

と述べて いる。著者 ら(1962)4)は,イエ ウサギの総頚

動脈で同様な生 体染色 に よ り,そ れが内弾性膜 に接

して存在す るのを見た。 ここではイエ ウサギの大動

脈壁 にお ける栄養血管の微細分布 を述べ る。 また,

栄養血管の大 動脈壁への分布 を検索 している際に,見

出すことので きた リンパ小節 について も報告 する。

実験材料 と実験方法

材料 として,成 長 した イエ ウサギの腹部大動脈 を用

いた。方法 として,イエ ウサギ を耳静脈へ の空気注入

によ り殺 した後,直 ちに生理 的食塩水 で〓流 し,次

に大動脈腔内へ墨汁や約2%の ベル リン青溶液 を注

入 した。摘出 した大動脈壁 を10%ホ ル マリン溶液に

固定 し,チ ェロイジン包埋に し, 50～100μ の連続切

片を作 り,核牢赤や アルデ ヒ ドフクシ ン染色で後染 し

た。一方,上 述の固定 した大動 脈壁を漸強 アルコー

ルを通 してキ シロールに入れ,透明標本 を作 り,実体

顕微鏡下に観察 した。

結 果

写真1-5は 透 明 標 本 で,写 真6-9は チ ェロ

イジン包埋 の切片像 であ る。得 られた結果 を述 べ る

と,外 膜の外層 では,し ば しば栄養動脈 と栄養静脈

は伴行す るが(写 真1, 2),外 膜 の内層で は,上 昇

角度約20°の輪走性の分枝 を出 し(写真5),外 膜の最

内層で は,そ の分枝によって美麗 な毛細血管網 を作

ってい る(写 真3, 4)。 一方,そ の輪走性 の分枝 は

更に分枝 を出し,上昇角度約20°-50° で中膜 に進入 し

た後,内 膜の内弾性膜 に接 する終動脈 とな り,次に静

脈性の毛細血管に移行し,動脈 とはやや 離れた別途 を

辿 って外膜 に出る(写真2, 6, 8, 9)。その後の経

過 は動脈 と軌 を等 し くす る。 中膜 内にお いて も,

細小動静脈間に繊細な毛細血管網 を作 って いる(写

真2, 6, 8, 9)。 特 に注 目すべ きは,中 膜の中層

において,毛 細血 管 網 内に 孤立 リンパ小節 を見 る

ことで ある(写真6)。 この リンパ小節 と全 く同様

の孤立 リンパ小節 を外膜 の外層 にお ける脂肪組織中

の毛細血管網内に も見 るこ とがで きた(写真7)。

考 察

動脈壁が どのよ うに して栄養 されて いるか とい う

ことについて,先 にBENNINGHOFF (1930)3)は3つ の

経路 を述 べてい る。1つ は,内 皮細胞 を通 じて血 清

が中膜内に進入す るこ とであ り,他 は,栄 養血 管

と リンパ管の分布 による組織液代謝 による もの と述

べて いる。著者 ら(1970)5)も同様 に,イ エウサ ギの総

頚動脈 において,そ の壁 の組織液の代謝経 路 を実験

的 に証明 した。

弾性型動脈壁の組織 液の代謝 には栄養血管が主 役

を演ず るものであ り,そ れが中膜の最 内層 にまで達

してい ることは容易 に考 え られるこ とである。

一般に,動 脈壁 での栄養血管 は,膠 原線維束 に沿

って存在 してい るものであ り, BENNINGHOFF3)は その

膠原線維が動脈壁 の収縮 と弛緩 に際 して,何 らの抵

抗 もないよ うに配列 されてい ると述べ ている。 著

者(1972)6)もBENNINGHOFFと 全 く同様 の見 解 を
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持 ち,大 きい動脈で は,膠 原線維束 は動脈の中心軸

に対 して横軸 の方向 に,正 弦 と余弦の カーブを重積

した状態 において,外 膜 か ら中膜 の最 内層 まで走 っ

てお り,ま た縦軸の方向には,動 脈 の中心軸 に平行

に走 っている。 この状態は,外 膜 において も全 く同

様 と考 え られ,従 って動脈壁 における栄養血管の走

行 もまた膠原線維束の走行に一致 し,カ ーブを描 き

なが ら,そ の細枝 は外膜において も中膜 にお いて も

自由自在 に分布 し,美 しい毛細血管網 を作 ることが

で きるもの と解 され る。

次に,た またま見 られ た大動脈壁 の中膜 と外膜 で

の弧立 した リンパ小節 において,勿 論毛細血管網 が,

この小節の周 囲に存在 して いて,そ の中には進入 し

ない もの と解 せ られ るか ら,こ れは限極性 に発達 し

た リンパ様組織 の小塊 に過 ぎず,こ の存在 は各種 の

消長 を来す ものであ り,恒 常的な ものでない と考 え

られ る。

結 語

イエウサギを生理的食塩水 で潅流 した後,墨 汁 や

ベル リン青溶液を大動脈腔内 に注入 して,切 片像に よ

る検査 と透 明 標 本 に よる検査 で,大 動脈壁 にお け

る栄養血管の走行 と分布 を検べ た。

栄養動脈 と栄養静脈 は,外膜の外層では,し ば しば

伴行す るが,その内層 では,ほ ぼ輪走性の分枝 を出 し,

更 にその分枝 が,上 昇角度20°-50° で中膜 に進入 し

た後,内 膜の内弾性膜 に接 す る終 動脈 とな り,静 脈

性の毛細血管 に移行 し,動 脈 とはやや離 れた別途 を

辿 って外膜 に出 るが,中 膜 内において美 しい毛細血

管網 を作 って いる。外膜 を出た細小 静脈 は,細 小 動

脈 とその軌 を等 しくして外膜中 を走 り,外 膜 の外層

では,し ば しば動静脈の本幹が伴 行 してい る。

特記すべ きは,中 膜 の中層 と外膜 の外層 に,孤 立

リンパ小節 が毛細血管網内 に認 め られた ことであ る。

本論文 の要 旨は,第75回 日本解剖学会総会(昭 和

45年4月)と 日本解剖学会第26回 中国四国地方会

(昭和46年12月)に おいて発表 した。

稿 を終 るに当 り,御指導 と御校閲を賜 わった鳥取大学

医学部解剖学教室,伊 藤光三教授 に深謝 す ると共 に

御協力 して頂 いた当教室,管 篤氏 に感謝 致 します。
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Fine distribution of nutrient blood vessels in the aortic 
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 wall of the rabbit
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After perfusing rabbits with physiological saline solution, India ink or Berlin blue was injected 

into the aorta, and the direction and distribution of nutrient vessels in the aortic vessel wall 

were examined with blood vessel sections and transparent vessel specimens.

The nutrient arteries and nutrient veins often run in parallel in the external layer of the 

tunica adventitia, but in its inner layer they have circular branches, and these branches enter 

into the tunica media at the angle of 20°-50°, then they become terminal arteries that adhere 

to the internal elastic membrane of the tunica interna, and then they are transformed into venu

les, which run slightly apart from the arteries and appear in the tunica adventita, but within 

the tunica media they form a beautiful capillary network. Those venules that appear in the 

tunica adventitia run in parallel with arterioles through the external layer of the tunica 

adventitia

What is noteworthy is the fact that there can be observed solitary lymph nodules within the 

Icapillary vessel network both in the middle layer of the tunica media and in the external layer 

of the tunica adventia of the aortic wall.


