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原著

ニワトリの動脈管とその解剖学的閉鎖

東洋昭，村上隆之

宮崎大学農学部

〒889-2192宮崎市学園木花台西 1-1

(受理 2007年 11月2日)

Ductus Arteriosus and its Anatomical Closure in the Chicken 

Hiroaki AZUMA and Takayuki MURAKAMI 

Faculty 01 Agriculture， Miyazaki University， 1-1 Gakuen-Kibanadai-Nishi， Miyazaki 889-2192， Japan 

Abstract. ln chicken embryos and chickens two and markedly long ductus arteriosus were 

detected. They connected left or right pulmonary artery with aorta and were divided into 

proximal and distal parts. Histologically the proximal part showed the structure of muscular 

artery and the distal one that of elastic artery. The lumen of the proximal part became 

obliterated by formation of the intimal cushion on the third day after hatching and thereafter 

the replacement of mascular elements by connective tissue occurred gradually in the ductal 

wall. The lumen of distal part was occluded within 60 days after hatching 

Key words: chicken， ductus arteriosus， obliteration. 

動脈管 (DA)は胎生期の肺動脈幹と大動脈を

結合する太い血管で，胎子循環の重要な構成要

素をなしている 1)。肺呼吸を行わない胎生期に

は肺循環は必要でなく，妊娠末期のヒツジ胎子

では右心室から肺動脈幹へ駆出された血液の

60%2)または 90%3)はDAを介して大動脈に

流入している。動物が出生によって血管抵抗の

低い胎盤循環を離れると大動脈圧は上昇し，ま

た肺呼吸の開始によって肺の血管抵抗が減少し

て肺動脈圧が低下するため2-4l， DA内の血流

方向は逆に大動脈側から肺動脈側へ変化す
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る4)。 しかし， やがて DAは閉鎖して大循環と

肺循環は独立するが，その閉鎖は三段階で完成

する。まず呼吸開始によって血中の酸素分圧の

上昇， その他で DA壁が収縮し5~7)，酸素分圧

の低下で弛緩する4守 7)可逆的な機能的閉鎖，次

いで低酸素に反応しない機能的閉鎖4)を経たの

ち， DA腔が血栓8)や増殖した血管内膜9)，結合

組織8，10)などで閉塞する恒久的な解剖学的閉鎖

でDAの閉鎖が完成する。

DAの解剖学的閉鎖に要する期間は動物種に

よって異なり 13，9111 . 12)， ヒ卜では生後 3~4
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週8)，または 8週13)，ウマでは 3日14i，ウシでは

2-3カ月 15.)6)，ブタでは 8-24時間9)または 2

-4カ月 171，イヌでは 6-18日18~21)，ウサギで

は30分91，日 22)または 6日11)，モルモットで

は4-30時間9.23)または 4-6日10.11)，ラット

では 1日24.25)，マウスでは 3-4時間9，26)とい

われている。

この DAは発生学的には第 6大動脈弓から

発生したもので，日南乳類では右第 6大動脈弓は

発生初期に退化し，左第 6大動脈弓のみが発育

して 1本 の DAが左 側に 形 成 さ れ る。 ヒ

卜827~30l， ウマ 14)， ウシ153l)， イヌ 2l)， ウサ

ギ22)，モルモ ッ ト11.23032)，ラット 2425)，マウ

ス26)などの DAは，弾性型動脈である大動脈や

肺動脈幹とは対照的に筋型動脈の組織学的特徴

を示すことが知られている。一方，鳥類では左

右の第 6大動脈弓が発育して 2本の DAが形

成される33)。その DAは晴乳類のものより著し

く長く 34)，組織学的構造は肺動脈側 (近位部)

と大動脈側(遠位部)で異なることがニワトリ

で示唆されている33，34)が，詳細は不明のままで

ある。そこで筆者らはニワ トリ の DAを解剖学

的に検索することにした。

材料および方法

観察に用いた材料はブロイラー(チャンキ一

種)の胎子およびヒナの DAである。 フ卵 14，

15， 16， 17， 18， 19および 20日の胎子， フ化直

後ならびにフ化後 1，2， 3， 4， 5， 6， 7， 8:9， 10， 

15， 30， 60および 90日のヒナ各 3例か らDA

とそれに近接する大血管を心臓，肺および食道

とともに採取し， 10%ホルマリンで固定した。

それらを肉眼的に観察したのち， 厚さ 4μmの

パラ フィン切片とし， H.E染色，アザン染色，

pH 2.5アルシアンブルー ・ケノレンエヒトロー

卜染色， レゾノレシンフクシン ・ケルンエヒ卜

ロート染色を施して顕微鏡的に観察した。

結 果

1. DAの概略

胎子およびヒナには著しく長い 2本の DA

が存在していた (Fig.1)。左 DAは左肺に進入

する直前の左肺動脈背壁から起始し，食道の背

面と左肺の腹面に接して右後方へ進み，心臓の

後方で大動脈の左壁に連絡していた。右 DAは

右肺に進入する直前の右肺動脈の背壁から起始

し，食道背面に接して大動脈の腹方を後走し，

左 DAよりやや前位で大動脈の腹壁に連絡し

ていた。右 DAは左 DAよりやや細く，やや短

かいものであった。 フ化後，DAの肺動脈側約
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Fig. 1 Great vessels in 15・day.oldchicken. 
AO: aorta 
LB: left brachiocephalic trunk 
LD: left d uctus arteriosus 
LP: left pulmonary artery 

RB: right brachiocephalic trunk 
RD: right ductus arteriosus 
RP: right pulmonary artery 
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Fig. 2 Longitudinal section of ductus 
arteriosus in immediately after 
hatching， Azan staining. 
DP: distal part 
PP: proximal part 

1/3 (近位部)は残りの大動脈側(遠位部)より

細く，乳白色を示し，顕微鏡的には近位部が筋

型動脈，遠位部が弾性型動脈の構造を示してい

fこ(Fig.2)。

2. 胎子の近位部の顕微鏡的構造

フ卵 14日胎子の近位部は，壁の厚さは大動

脈のものより薄かったが，外径は大動脈とほぼ

等しい太い血管で，胎生期を通じて収縮は見ら

れなかった (Fig.3)。内膜は単層の扇平な内皮

細胞と内弾性膜で形成され，内膜クッションは

胎生期を通じて認められなかった。内弾性膜は

細い弾性線維で構成された薄い不連続の膜で，

胎齢が進むにつれてやや肥厚を示したが，完全

に連続した層を形成することはなかった。

中膜の内側部約 1/2を占める中膜内層は薄

い不完全な 1-2層の弾性層板と，それに並行

する 1層の平滑筋細胞および酸性ムコ多糖を

少量含む乏しい細胞間基質で構成され，細胞間

基質に腰原線維と弾性線維は認められなかっ

Fig. 3 Proximal part iil 14-day chicken 
embryo， Azan staining. 
AO: aorta 
TE: tunica externa 
TI: tunica intima 
TM: tunica media 

た。フ卵末期には中膜内層の弾性層板は 2-3

層に，また平滑筋細胞も 1-2層にやや発育し

たが，胎生期に中膜内層の平滑筋細胞が腔に対

して垂直方向に配列することはなかった。中膜

外層には内層のものよりやや厚い不完全な弾性

層板が 2-3層配列し，層板聞は内層のものよ

り狭く，平滑筋細胞は内層より乏しかった。細

胞間基質は内層より豊富で，腰原線維，弾性線

維および酸性ムコ多糖が少量含まれていた。フ

卵末期には弾性層板が 3-4層に増加した。

外膜は結合組織で構成された薄膜であった。

3. ヒナの近位部の顕微鏡的構造

フ化直後の近位部 (Fig.4)は著しく収縮し，

その外径は遠位部の約 1/2で，腔は不規則な星

状を示して狭く開存していた。この近位部は常

に遠位部より細く， 1日齢以後さらに収縮し， 3 

日齢以降のものは大多数例が閉鎖していた

(Table 1)。内膜の内皮細胞はフ化直後ではフ卵

末期のものに類似していたが 1日齢では変

性 ・膨化した内皮細胞が散在し，閉鎖後のもの

- 60一
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Anatomical closure of ductus 
arteriosus (DA) in chicken 
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Fig.4 

* soon after hatching 

弾性膜は蛇行の程度が著しく 3日齢以後は断

裂部が増加し，その断片の非薄化 ・消失が進行

して 10日齢以後では内弾性膜は認められな

かっ fこ。

中膜内層はフ化直後のものでは中膜の約 2/3

を占めていた。この中膜内層には不完全な弾性

層板が 3-4層に配列し，その層板間には平滑

筋細胞が密に存在していた。その平滑筋細胞の

多くは斜走していたが，縦走するものや腔に向

かつて垂直に配列するものも認められた。この

平滑筋細胞はフ化直後のものから変性性変化を

示し 3日齢以後はしだいに線維芽細胞に交代

し 8日齢では中膜内層の細胞成分は線維芽細

胞のみであった。中膜内層の細胞間基質は乏し

く，微細な弾性線維と酸性ムコ多糖が少量含ま

- 61ー

には内皮細胞は認められなかった。フ化直後の

近位部ではその全周にわたって内皮細胞と内弾

性膜の聞に内膜クッションが狭く広がってい

た。この内膜クッションは線維芽細胞が主成分

で，腔に向かつて垂直に配列した平滑筋細胞も

少数散在していた。細胞間基質は乏しく，その

部には微細な弾性線維と酸性ムコ多糖が少量散

在し，腰原線維は認められなかった。その後，

内膜ク ッションは膝原線維の出現と酸性ムコ多

糖の憎加によ って肥厚し，1-3日齢で DA腔

を満たした。内膜クッションの細胞成分はフ化

直後より細胞質の空胞化， さらに内膜クッショ

ンが腔を満たした時期より核濃縮や核崩壊を示

し，また内膜ク ッションには 3日齢頃より腰原

線維，5日齢頃より弾性線維の増加が認めら

れ，6日齢以後の内膜ク ッションは厚さを減じ

ながら線維化が進行した。内弾性膜はフ化直後

では内膜と中膜の聞を軽く蛇行する厚い膜とし

て認められ，部分的に断裂を示していた。この

内弾性膜には腔に対して垂直方向に配列した平

滑筋細胞が介在していた。腔が閉鎖した後の内
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れ 1日齢から微細な腰原線維 2日齢から弾

性線維が増加し始め，その後しだいに線維化が

進行した。 中膜外層はフ化直後のものでは 3~

4層の弾性層板が中膜内層のものより密に配列

し，その層板聞には種々の走行を示す平滑筋細

胞が疎に配列していた。この平滑筋細胞は 1日

齢から線維芽細胞へ交代し始め 4日齢以後の

中膜外層の細胞成分は線維芽細胞のみであっ

た。中膜外層の細胞間基質には微細な腰原線維

と弾性線維が中膜内層より豊富に含まれ 4日

齢以後，中膜外層の線維化が進行した。

外膜はフ化直後のものでは腰原線維を主成分

とする疎性結合組織の薄層で，その後，穆原線

維がやや増加するのみであった。

4. 胎子の遠位部の顕微鏡的構造

遠位部はフ卵 14日胎子では外径，内径とも

に大動脈とほぼ等しい太い血管で (Fig.5)，胎

生期を通じて収縮は見られなかった。内膜は丈

の低い卵円形ないし多角形の内皮細胞が単層に

配列して構成され，胎生期を通じて形態学的変

化は示さず，内膜クッションは胎生期を通じて

認められなかった。

中膜内層は中膜の約 1/3を占め，それは近位'

部のものより厚い 4~5 層の弾性層板とその聞

に疎に配列した平滑筋細胞および酸性ムコ多糖

で構成され，腰原線維は認められなかった。胎

齢が進むに伴い中膜内層の弾性層板は肥厚し，

フ卵末期には中膜外層のものに匹敵する厚さに

なり，層板間には平滑筋細胞と弾性線維が増加

した。中膜外層は内層のものよりやや厚い弾性

層板が 5~6 層配列し，層板間の平滑筋細胞は

内層のもより少なし細胞間基質には弾性線維

と酸性ムコ多糖が少量含まれ，腰原線維は認め

られなかった。胎齢の進行に伴う中膜外層の変

化は乏しく，弾性層板がやや増加するだけで

Fig.5 Distal part in 14-day chicken em-
bryo. Resorcin fuchsin staining 
AO: aorta 

あった。

TE: tunica externa 
TI: tunica intima 
TM: tunica media 

外膜は少量の弾性線維を含む疎性結合組織の

薄層で，胎齢の進行に伴う変化は認められな

かっ fこ。

5. ヒナの遠位部の顕微鏡的構造

フ化直後の DA遠位部は軽度の収縮を示し，

大動脈の約 4/5の大きさで，腔は大きく開存し

ていた。フ化後に現れる遠位部の収縮と腔の閉

鎖は近位部に比べて著しく遅く ，全域の腔が閉

鎖するのに約 60日を要し，さらに 60日齢と

90日齢の各 l例の左 DAおよび 90日齢の l

例の左右の DAでは腔が残存していた。

内膜の内皮細胞はフ化直後では変化は見られ

ず 1日齢で変性性変化を示し 2日齢以後の

ものには内皮細胞は存在しなかった。内膜ク ッ

ションは僻化直後のものにはまだ認められず，

l日齢の 3例中 l例では部分的に，他の 2例お

よび 2日齢以降のものでは全周にわたって内

膜クッションが形成されていたが，その発達程

度は近位部のものより低いものであった。この

内膜クッションは 1日齢では線維芽細胞が主

成分で，腔に対して垂直に配列する平滑筋細胞

- 62一
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Fig.6 Distal part in l.day-old chicken， 

Azan steining. 
EM: internal elastic membrane 
1M: inner media 
OM: outer media 

も少数存在し，その平滑筋細胞には細胞質の空

胞化を示すものも認められた。細胞間基質には

少量の弾性線維，腰原線維および酸性ムコ多糖

が存在していた (Fig.6)03日齢では内膜クッ

ションの平滑筋細胞は減少して謄原線維が増加

し 5日齢以後は線維芽細胞と弾性線維の増加

によって内膜クッションはしだいに発育して腔

を狭窄した。腔が閉鎖した後の内膜クッション

には平滑筋細胞は存在せず， しだいに線維化が

進行した。

中膜内層はフ化直後のものでは中膜の 1/3~

1/2を占め， 4~5 層の疎に配列した弾性層板，

その層板間に層板に平行して疎に配列した平滑

筋細胞および少量の微細な弾性線維と酸性ムコ

多糖で構成されていた。 1日齢では中膜内層に

平滑筋細胞が増加し，その平滑筋細胞は腔に対

して垂直方向に配列するものも認められ 4日

齢以後は次第に線維芽細胞に交代した。 5日齢

で中膜内層に腰原線維が出現したが，その後の

腰原線維の増加は軽度であった。6日齢から弾

性線維がやや増加し始め，それは 15日齢から

さらに増加して中膜内層の線維化が進行した。

フ化直後の中膜外層には 7~8 層の弾性層板が

存在し，その層板聞は中膜内層のものより狭

く，平滑筋細胞も乏しかった。細胞間基質には

乏しい酸性ム コ多糖と微細な弾性線維が少量含

まれ，腰原線維は認められなかった。4日齢以

後，中膜外層は弾性線維の増加によ ってしだい

に線維化が進行した。

フ化直後の外膜は少量の微細な弾性線維を含

む疎性結合組織の薄膜で，瞬化後しだいに勝原

線維が増加して軽度の肥厚を示すだけであっ

Tこ。

以上に述べた遠位部のフ化後における閉鎖過

程の進行は近位部側から大動脈側へ進行した。

考 察

DAは哨乳類では左第 6大動脈弓から発育

し，胎生期の肺動脈幹と大動脈を結合する太い

血管で，胎子循環の重要な構成要素をなしてい

る1)。一方， 鳥類では左右の第 6大動脈弓が発

育して 2本の DAが形成され，それは晴乳類の

ものより著しく長く 34)，またその組織学的構造

は近位部と遠位部で異なることが示唆されてい

る33.34)。今回の観察で，フ卵末期のニワトリ胎

子と ヒナでは 2本の DA認められ，それらは左

または右肺動脈と大動脈を結合する著しく長い

ものであった。このニワトリの DAは顕微鏡的

に近位部はヒト 8.27-30)やウマ 14)，ウ シ15.31)，イ

ヌ2l)，ウサギ221，モルモ ット 11.32)，ラット 24.25)，

マウス26)などの哨乳類の DAと同じく筋型動脈

であ ったが，遠位部は大動脈と同じ弾性型動脈

であ った。DAの発生に際し，ニワトリでは

DAの原基である第 6大動脈弓と大動脈の原基

である背側大動脈の結合部で，背側大動脈が左

右の第 6大動脈弓側へ膨出するといわれてい

る33)。 その胎生期の背側大動脈の膨出部が DA

の遠位部を形成したため，遠位部は大動脈と同

じ弾性型動脈の形態を示すものと考えられた。
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晴乳類では DAの解剖学的閉鎖に要する期

間は動物種によって異なるといわれてい

る1.3. 9守 11，12)。鳥類の DAの閉鎖に要する期間は

不明であったが，今回の観察で，晴乳類の DA

と同じ筋型動脈の構造を示す DAの近位部は

フ化後 3日で閉鎖したが， それはヒト 8，13)やウ

シ 1 ~16)，イヌ 18-21)ものより短いが，ラッ ト 24 ， 25)

やマウス9，26)のものより長く，ウマ 14)のもの と

ほほ.等しいことが明らかになった。なお，大動

脈と同じ弾性型動脈の構造を示す遠位部の閉鎖

は著しく遅く，フ化後約 60日であった。

日甫乳類では DAの閉鎖機序に内膜ク ッショ

ンが重要な役割を演じるといわれ8.27)，ヒ

ト8，27， 28， 30)やウマ 14)， イヌ 21)， ウサギ22)， ラッ

ト24)，マウス26)などの DAは胎生後期に内弾性

膜の断裂と 内膜クッショ1ンの形成で示される

組織学的な閉鎖過程を示し，さらに ヒト 28，30)や

ウマ 14)， ラッ ト24)などの DA腔は胎生後期には

すでに狭窄している。一方，ウ シでは DAの

内膜クッションは出生後に発育し，内弾性膜

の断裂は DA腔の閉鎖後に生じる 15，31)。この内

膜クッシ ョンは動物の 出生後 にDA腔を閉

塞し，その後，内膜と中膜内層が壊死して線

維化が進行し，DAはしだいに DA索に移行す

る8，14，15，21，22，26，29，31)。ニ ワトリ の DAではフ

化前に腔の狭窄や内膜クッションの形成は見ら

れず，内膜クッションの形成は近位部ではフ化

直後，遠位部ではフ化後 1-2日で出現した。

また近位部の内弾性膜はフ卵 14日胎子では薄

い不連続の膜で，それは胎齢とともにやや肥厚

を示したが，フ化後も連続した膜を形成するこ

となく， フ化後 10日で消失した。 このように

ニワトリ のDAの閉鎖過程はフ化に よって開

始することが明らかになった。近位部はフ化後

1-3日で内膜クッションにより腔が閉塞され，

内皮細胞はフ化後 1日，内膜ク ッシ ョンは 1-
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3日， 中膜の平滑筋細胞はフ化直後より変性性

変化を示 し，内膜と中膜には急速に線維化が進

行した。遠位部も時間的な遅れはあるが，ほほ.

同様の閉鎖 ・線維化の組織学的変化を示した。

ニワトリ の DAに見られたこれらの変化は日甫

乳類の DAの閉鎖過程に見られる組織学的変

化に類似したものであった。

フ化後のヒナの DAに形成された内膜クッ

ションには線維芽細胞のほかに平滑筋細胞も含

まれていた。ヒト 8，29)やウマ14)，ウサギ22)，ラ ッ

ト24，25)，マウ ス26)などの DAの内膜ク ッション

に見られる平滑筋細胞は中膜から遊走したもの

と考え られ，それは合成型の平滑筋細胞である

ことが電子顕微鏡的に示されているお)。合成型

の平滑筋細胞は動脈硬化の初期段階に中膜から

内膜へ遊走し，勝原線維や弾性線維，酸性ムコ

多糖を産生して内膜肥厚を招くといわれてい

る3510 DAの内膜クッションの形成にも中膜か

ら遊走した平滑筋細胞が少なからず関与してい

るものと考えられた。

要 約

ニワトリ の胎子と ヒナには著しく長い 2本

の動脈管が認められた。それらは左または右肺

動脈と大動脈を結合し，近位部と遠位部に区分

された。近位部は組織学的に筋型動脈，遠位部

は弾性型動脈の構造を示していた。近位部の腔

はフ化後 3日で内膜クッション によ って閉塞

し，その後，動脈管にはしだいに線維化が進行

した。遠位部の腔はフ化後 60日で閉塞した。
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