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Fig. 1 The posterior view of the human liver. Two
large accessory hepatic veins (1, 1) empty the distal
portion of the inferior vena cava (VC) in the groove
for vena cava.
C: caudate lobe, D: right lobe, P: portal vein, S: left lobe
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肝臓の静脈には，肝静脈 3 種類（右肝静脈，中肝

静脈，左肝静脈）のほかに，しばしば副肝静脈が現れ

る．肝静脈 3 種類と副肝静脈の違いの 1 つは，下大

静脈への合流部である．肝静脈 3 種類は肝臓後面の

大静脈溝の上端で下大静脈に合流しており，副肝静脈

は大静脈溝の中間あるいは下端で下大静脈に合流して

いる．肝内静脈分布をみると，右肝静脈は右葉，中肝

静脈は尾状葉と方形葉，左肝静脈は左葉をおもな領域

としている．副肝静脈の領域はおもに右葉（後区）の

一部であり，門脈右枝の一部の枝の領域になる．

副肝静脈の名称Elias and Sherrick (1969）によれ

ば，下大静脈の中間部あるいは下端部に直接合する肝

静脈には，上・下尾状葉肝静脈，中間・下後肝静脈，

後外側肝静脈がある2)．これらの肝静脈の領域は尾状

葉（乳頭突起）または右葉の一部である．独立した肝

葉には分布していない．

すでに調査した哺乳類12科の動物（ウサギ類のナ

キウサギ，メキシコウサギ，カイウサギ，偶蹄類のヤ

ギ，ウシ，ブタ，奇蹄類のウマ，食肉類のツキノワグ

マ，アシカ，アザラシ，ネコ，有袋類のカンガルー，

食虫類のスンクス，げっ歯類のラット）では，肝静脈

は大静脈溝の上端で下大静脈に合流するものと，大静

脈溝の中間あるいは下端で合流するものが存在してい

る4～12)．前者は，ヒトと同様に，3 種類の肝静脈（右

肝静脈，中肝静脈，左肝静脈）であり，後者は最右肝

静脈または尾状葉（尾状突起）肝静脈である．例えば，

ナキウサギでは，門脈右枝が外側右葉の全域に分布し

て，そこから流出する静脈を集める最右肝静脈（別

名，外側右葉肝静脈）が大静脈溝の下端（後端あるい

は尾端）で下大静脈に合流している．尾状葉には尾状

突起と乳頭突起の 2 つがあり，両突起の位置は異な

る．ヒトの尾状葉は乳頭突起のことで，その静脈は細

くて，副肝静脈には含めていない．ヒト以外の哺乳類

では，尾状突起のほうが発達している．

ヒトの副肝静脈に相当する静脈は，調査した哺乳類

では，独立した肝葉の尾状葉（尾状突起）肝静脈また
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Signiˆcance of the accessory hepatic vein in the venous drainage of the liver
from the viewpoint of comparative anatomy
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The large accessory hepatic vein often appears with existing three main hepatic veins in the human liver. The three main hepatic veins

join the proximal portion of the inferior vena cava in the groove for the vena cava, but the large accessory hepatic vein empties the dis-

tal or intermediate portion of the inferior vena cava. In mammals of twelve families, the hepatic vein emptying the distal or intermedi-

ate portion of the inferior vena cava occupies one hepatic lobe. The large accessory hepatic vein appearing in the human corresponds

to the hepatic vein of the lateral right lobe or the caudate lobe hepatic vein in the liver of the mammal.
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Upper: the posterior view of a cast of the
liver in a laboratory animal of musk shrew,
Suncus.
Lower: the visceral aspect of a cast of the
liver in the cattle fetus, Bos taurus (Miyaki et
al 2006).

Fig. 2 Photographs of two casts of the
venous and portal systems of the mammal
liver. The color (blue) indicates more clearly
the distribution of the hepatic venous pattern.
DV: ductus venosus, P: portal vein, U: umbilical vein,

V: hepatic vein, VC: vena cava
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はそれより広い流出領域を持つ最右肝静脈に相当する．

副肝静脈の発生肝臓の血管の由来は，臍腸間膜静

脈から肝輸入静脈の門脈と輸出静脈の肝静脈が発生す

る1)．肝輸出静脈の肝静脈は，右，中，左肝静脈とな

り，下大静脈の大静脈溝の上端部に合流する．下大静

脈の中間部または下端部に合する静脈は，尾状葉（乳

頭突起）肝静脈や細い静脈として残るが，時に右葉の

後部に広がる比較的大きな肝静脈として現れる．これ

が副肝静脈である．ヒト以外の哺乳類の発生では，こ

の下大静脈の部に直接合する静脈が見られる3)．この

静脈が哺乳類の尾状葉（尾状突起）または外側右葉の

肝静脈として存続するものと推測される．
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