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Fig. 1 Cadaver dissection. The right internal thoracic artery
and vein (white arrow) divide into the vessels (arrowheads) at
the superior portion of the falciform ligament and the left in-
ferior phrenic artery and vein (black arrow).
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は じ め に

肝鎌状靱帯の静脈に関して Sappeyは上下の 2系統

あることを示している1)．上の系統は肝臓の天辺から

横隔膜の正中部に向かっているとし，下の系統は傍臍

静脈と呼ばれるように円靭帯周囲の血管から腹壁静脈

と吻合していることを図示している．下の系統は傍臍

静脈と呼ばれ臨床的にも良く研究されている血管であ

る2)のに対して，上の系統の実態は臨床的にも解剖学

的記載もわずか3)でよく認識されていない．そこで解

剖体にて内胸動静脈・下横隔動静脈・肝鎌状靱帯上縁

との関係を明らかにしたので報告する．

解 剖 症 例

対象は2001年から2007年に東京医科歯科大学臨床

解剖学教室にて解剖を行った実習解剖体 7例70歳

から96歳，男性 5例・女性 2例である．鎌状靱帯上

縁に分布する血管について内胸動静脈・下横隔動静脈

との関係について検討した．

結 果

鎌状靱帯上縁に分布する血管（Fig. 1）は，右また

は左内胸動静脈（右 4例，左 2例，両側 1例）から

剣状突起に至る手前で内側深部に向かって分岐し，前

縦隔内の脂肪層に入り心嚢周囲脂肪層に血管を分岐し

つつ，鎌状靱帯上縁内に進入し肝左葉内側区域表面に

達していた．これが Sappeyの superior groupに属す

る血管群である．

また鎌状靱帯に達する手前で下横隔動静脈（左 4

例，右 1例，両側 1例）・右上横隔動静脈（1例）と

のあいだにも吻合がみられた．

考 察

われわれは鎌状靱帯上縁に流入する血管は内胸動静

脈と下横隔動静脈の両者であることを示し，内胸動静

脈は右優位・下横隔動静脈は左優位であることを示し

た．また肝硬変のある患者にのみ認められる静脈では

なく恒常的にみられる血管であることを示すことがで
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The superior group of vessels in the falciform ligament

Kenji IBUKURO, Rei TANAKA, Shoko ABE, Kimiko TOBE, Hozumi FUKUDA
Department of Radiology, Mitsui Memorial Hospital

Objective: The purpose of this study was to clarify the anatomical detail of the superior group of vessels in the falciform ligament in
terms of the relationship with the internal thoracic vessels and the intrahepatic portal vein.
Materials and Methods: We examined seven adult human cadavers and dissected in terms of the relationship between the superior
group of vessels in the falciform ligament, the internal thoracic, and the inferior phrenic vessels.
Results: The superior group of vessels anastomosed the right (n＝4), left (n＝2), and both internal thoracic vessels (n＝1). They also
anastomosed the left (n＝4), right (n＝1), and both inferior phrenic vessels (n＝1).
Conclusion: We demonstrated the anastomoses between the superior group of vessels of the falciform ligament, the internal thoracic
vessels, and the intrahepatic portal vein. Some clinical phenomena such as hepatic hot spot, vascular pathway to tumor at hepatic
dome can be explained by these anastomoses.
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きた．

多発肝細胞癌や動脈塞栓術後などで肝動脈が狭小化

した後などに内胸動脈が栄養動脈となるが4)，われわ

れの解剖所見からこの栄養枝は肝鎌状靱帯動脈の

superior groupと考えられる．解剖結果は左下横隔動

脈から肝鎌状靱帯の上縁を介して肝左葉内側区域から

右葉上縁への栄養経路となることを示唆する．実際に

左下横隔動脈に栄養される肝細胞癌の血管造影像で，

左側から右側へ向かう比較的長い血管が描出されるこ

とがあり5)，これがこの経路を介した栄養動脈と考え

られる．

内胸静脈と肝鎌状靱帯を介した経路が描出される例

として，上大静脈症候群の際にみられる hot spot6)が

あげられるが，これは上記の superior groupの静脈

に造影剤が流入したものと考えられる．

結 語

肉眼解剖学的に内胸動静脈・下横隔動静脈と肝鎌状

靱帯上縁に分布する血管の吻合を示したことにより，

いろいろな臨床的現象が説明可能になると考えられる．
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