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緒 言

胸管壁の構造 についての記載 は他の脈管壁 につ い

ての記載に比べ ると極 めて少な い。Hellman1)(1930),

吉崎2)(1938)等 によるとヒ トの 胸管壁の構造 は部位

によ り種々であ り,また内膜,中 膜,外 膜三層の区別

は明確ではない.こ のよ うな胸管壁の構築 はいかな

る機構によるのか とい うことについての記載 はない

ようで ある.ま た胸管壁 には弁膜が必ず存在 してい

るが,弁 膜 と壁 との相関関係 的な胸管壁 の構造 につ

いて の記載は 全 くないよ うであ る.著 者3)(1973)は

弁膜 の形成 と胸管壁 の構造 とに密接 な関係がなけれ

ばな らない とい う理論的考察の もとに,著 者4)(19

74)の 弁 膜の形成機構 に基づいて,胸 管壁の組織構

造につ いて検査 した.

実験材料 と実験方法

材料 として,ヒ トの胸管壁 を選んだ.対 照 として

ラ ット,イ エウサギ,イ ヌ等の胸管壁を用 いた.こ

こでは成人の胸管壁について述べ る.こ の材料 を10

%ホ ルマ リン溶液に固定 した後, 5-10μ の横断 と縦

断の連 続切片 を作 り,ア ルデ ヒド・フ クシン染色 を

施 した.また生 まの胸管 壁か ら厚 さ約30μの凍 結切片

を作 り,レゾルチ ン・フクシン染色 による弾性 線維染

色を行 った.な お胸管壁を縦 に切開 し, 10%ホ ルマ リ

ン溶液 に固定 された平板標本を作 り,チ ェロイジン

包埋 を し,縦 軸 の方向 に約40μの連続 切片 を作 り,

アルデ ヒド・フクシン染色 を行 った.

結 果

写真1, 2と3は ヒトの胸管壁 の横断切片 をアルデ

ヒド・フクシン染色 した もので,写真4は その横断の

凍結切片 に弾性線維染色 を行った もので ある.写真5

は ヒ トの胸管壁の縦断切片 をアルデ ヒ ド・フ クシン

染色 した もので,写 真6は その平板 標本 を連続 切片

にし,アルデ ヒド・フクシン染色 を行った ものである.

写真1, 2, 5と6に みるように,ヒ トの胸管壁

は,原則 として,内層 の縦筋層 と中層 の輪筋層 と外層

の縦筋層 に大別 され る.然 しこの像は弁膜 の存在 し

ない部位にみ られ,弁 膜 の存在す る部位 では(写 真

3),特異的な構造を示す.即ち,弁膜 に対向す る管壁 で

は,壁 が厚 く,内 層の縦走筋,中 層 の輪走筋 と外層

の縦走筋が存在 し,弁 膜の存 在 しない上記の組織構

造 とほ ゞ一致す る.然 し,一 対の弁膜間 に介在す る

部位で は,内 層の縦走筋は全 くな く,中 層の輪走 が

存在 し,な お外層の縦走筋がみ られ る場合 が多 い.

即ち,内 層の縦走筋 が存在 しない ことが目立つ.

次に写 真4に おいて は,胸管壁の全層 に弾性膜の存

在 をみることがで きる.特 に内弾性膜 の構造が よ く

分か り,動 脈壁 における内弾性膜様の構造 をみ る.

この内弾性膜においては,上 昇角度 の高 い縦走性 の

縦の弾性線維が,内皮側 にみられ る.この内弾性膜の

厚 さの薄い部位では,網状 をな し,網孔がみ える.中膜

内の弾性膜は一般 に未発達で はあ るが,動脈壁 におけ

ると同様 に弾性膜の側面の嵌合をみることがで きる.

写真6に おいて,内膜側か ら外膜側へ と平滑筋細胞

の走行 を追 うと,そ の上昇角度は中膜 の内層 では,

上昇角度約80°の縦走性 で,そ の起点 を内弾性膜 に持

ち,次 の上昇角度約10°の中層の輪走筋 に続 き,外弾

性膜 に終 わる.特 に,中 層 の外膜側 では,そ れが縦

走性 に移行 し,外 層 を作 ってい る場 合 もあ る.

考 察

上記の結果において,平 滑筋細胞 の走行 は原則的

に内層 は縦走 性,中 層 は輪走性 で,外 層 は縦走性 で

あるが,こ の内層 か ら中層 と外層へ の平滑筋細胞 の

走行 は,上面か らみて弧 を描 く特異的な曲線で あ り
,

基本的には,著者3)の述べ たArchimedes螺 線 に従 う.
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この弧状の平滑筋細胞 の連鎖の形成 について考 える

と,著 者4)(1974)の 述べ たよ うに胎生初期 に心臓の

形成 に際 して,流体力学的に弁膜が形成されるが,こ の

場合胸 管壁 の内輪筋層の多 くが,少 ない内縦筋層に

変化 し,そ れが弁膜形成 に関与す るために,必 然的

に,中 膜の筋層 が僅少 となるか らであ る.

次に弁膜の存在す る場合,特 に一対の弁膜で覆 わ

れ てい る 胸 管 壁 の部位で,両 弁膜間 に介在する所

では,内 層の縦走筋が全 くないのは著者4)(1974)の

述べ るように,弁膜の形成時に内層の縦層筋が剥離した

と同一の様相を示すか らであ る.

次 に内弾性膜の構造 について述べ ると, Hellman1)

(1930)に よると内弾性膜 は一般 に縦走性の線維 から

できて いるということであ るが,著 者5)(1972)の

理論的考察か ら,それは内弾性膜の未 分化の場合 で,

充分発達 してい ると思 われる部位では,動 脈壁の内

弾性膜 と同様の構 造を もつ ことがで きる.即 ち,内

弾性膜が縦走性の線維 だけか らで きて いる場合には,

それは内皮細胞 によ ってのみ形成 され た場合 と解せ

られる.

結 語

ヒ トの胸管壁 において,平 滑筋細胞の走行 と上昇

角度は,部 位 によ り必ず しも一定ではないが,原 則

として平滑筋細胞は中膜の内層では上 昇角度約80°

の縦走 性で,そ の起点 を内弾性膜に もち,次 の上昇

角度約10°の中層の輪走筋 に続 き,外弾性膜 に終 わる.

中層の外膜側で はそれが縦走性 に移行 し,外 層 を作

る場合 もある.こ の内層 か ら中層 と外層への平滑筋

細胞の連結の走行は,弧 を描 く特異 的な曲線 である

が上面 か らみて基本的にはArchimedes螺 線の走行

に従 う.一対 の弁膜 が胸管壁全周 に亘 る場合,両 弁膜

間 に介在 する部位では,内 層 の縦走筋はない.内 弾

性膜は一 般に不完全で,縦 長の網 目を作 る場 合が多

いが,ま た形態 の整 った内弾 性膜 として存在する場

合 もあ る.

本論 文の要 旨は日本解剖学会第29回 中国四国地方

会(昭 和49年12月)に おいて発表 した.
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ABSTRACT

Structure of the thoracic duct wall in human

Kiichi SUWA

In the human thoracic duct wall the direction and the ascending angle of the smooth muscle 

cells are not necessarily fixed according to the site, but as a rule the smooth muscle cells of the

 interior layer of the tunica media ascend longitudinally at about  80°  with their origin at the in

ternal elastic membrane and connect to the circular muscle of tunica media that ascends at angle

 of about 10° and terminates at the external elastic membrane. At the exterior side of tunica media

 it becomes often longitudinal and sometimes it forms the exterior layer. The smooth muscle cells 

which connect the middle layer and exterior layer from the interior layer run in a specific arc line. 

In the case where a pair of valves cover the thoracic wall, at the site between the two valves 

there can be observed no longitudinal muscle of the interior layer. Generally the internal elas

tic membrane is incomplete, and often it forms longitudinal networks, but there is sometimes the 

case where morphologically it forms a well arranged internal elastic membrane


