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著者等は腎の血管の走向状態について，すでに哺乳綱，鳥網の各種metanephros，性腎,両棲綱のmesonephros性腎の観察をすすめ，とくに腎糸球体の２半球性，内外一重脈管層の基本構造と，その微細

構築に動物種による宗族発生的差異のあることを主張した。これら一連の研究結果をさらに確認するた
め，従来観察し得なかった動物の材料蒐集を心掛けていたが，たまたま沖縄産ハブ類について観察する
機会を得た。

著者等の調査では，従来腎内微細血管の走向状態について各種動物にわたり比較解剖学的に観察した
報告は極めて乏しく，ハブ類についての報告にも接し得ない。ハブ類がいわゆるmetanephros′性腎を

もつ動物の中で，糸統発生学的に最も下等とみられる爬虫綱に属することは，著者等の比較解剖学的研
究材料として貴重な資料を提供するものである。
ハブ類腎の血管系において，静脈系についても興味ある所見を収めつつあるが，今回は動脈系につい
ての所見の大要を報告する。

Ⅲ材料と方法
材料はＴａｂｌｅｌに示したように沖縄産Ｔγ伽eγＢＳＷ･"ｓβcDuM7伽ｓ巾ＤＭγ伽８（Hallowell）ハブ

４匹，Ｔｒｍｅ７ｅ８"γ"ｓｏ〃伽qDe"sisBoulengerヒメハブ１匹計５匹のものである。方法は動物をAether

麻酔し，胸腹部を白線に沿って切り，後大動脈より著者等の法によりNeoprene-Latex601A2倍常水稀
釈液を注入後，１ＭFormalin水で固定，腎周辺の血管を検索しつつ，その後発煙塩酸によりmacerationをおこない，腎実質内動脈の走向状態を観察した。
TableLMaterials

Exper・
Ｎｏ．

〃
〃

〃５

霊…糊伽１

Sex

早早

〃

１２３４

Ｎｏ．

species

ﾙﾎﾟ……Ⅶ伽…圏｜旱
Boulenger

＊琉球大学農家政工学部畜産学科
*＊北海道大学獣医学部家畜解剖学教室

vR3:Ktl壺捌
（９）｜に､）
万IＴｌ￣115-

Kidney
Weight（９）
Ｌｅｆｔ

Right

４．７

３．５

０．７

０．７

Kidney
Lengthに、）

LeftlRight

I5TJ菰ら

７９

８７

７．３

８．０

７５０

１６３

１４．５

１７．０

７００

１７２

１６．０

１８．０

６．５

６．８

1４５１５７

2.5

289

ハブ類の腎の動脈について

Ⅲ成績
１．腎の概観と腎動脈の分岐状態ハブ類の腎の形は前後に細長で，その長さハブで7.3～
18.5ｃｍ，ヒメハブで6.5～6.8ｃｍ，巾はハブ0.5～1.3ｃｍ，ヒメハブ0.6～0.8ｃｍ，厚さはハブ０．２

～0.5ｃｍ，ヒメハブ０．３ｃｍであり，重さはハブで0.7～４．７９であった。全例共右腎が左腎よりも少
しく前方に偏在し，右腎の頭側端は左腎の頭側端よりもハブにおいて３～７９ｍ，ヒメハブで１．５ｃｍ前
方にあり，尾側端は左腎のものが右腎のものよりも後方にある。ハブ，ヒメハブ共に腎は前後に連続す

る多数の小葉から形成され，その数ハブで左２１～24,右２４～25,ヒメハブで左１１，右１５であり，全
例共右腎は左腎に比べその長さも長く，小葉数も多い傾向があった。腹部大動脈から多数の腎動脈が分
岐するが，腎動脈の数と宵の小葉数とは必ずしも一致せず，腹部大動脈からの分岐数は，ハブで６～11,

ヒメハプで５～７本であり，その各々は哺乳綱の腎でみられた葉間動脈に相当するものと思われる。腹
部大動脈から分岐する腎動脈は，直接１個の小葉に入るものもあるが，分岐後直ちに各小葉に向ってさ

らに数枝に分れるものもあり，また後述の弓動脈状の走向をとるものもある。腹部大動脈の分岐である
腎動脈中，直接小葉に入らない大枝は，あたかも他動物腎動脈にみられる弓動脈状に静脈に接して腎門
部を前後に走り，それから２次的にその分枝が各小葉に入り，又その分枝のあるもので宵の表層を外走
し，辺縁側に向っているものもあった。ハブ類腎動脈にみられた上述の分岐状態は，著者等が多種類の
哺乳綱腎動脈でみとめたものとは異り，両棲綱のカエルのものに近い傾向があるが，カエルにおいては

各分葉に入って後,弓動脈に移行するのに対し,ハブ類では腎の実質に入らずに数個の小葉に対する分枝

の共通幹として前後に長く延びる点が異っている。この弓動脈状本幹から２次的に各小葉に入る枝は，
哺乳綱腎動脈の小葉間動脈に相当するものと思われる。上述の小葉間動脈に相当する枝は，弓動脈状本

幹から直角状に小葉に向って分出し，各小葉の中心部を辺縁側に向う。その小葉間動脈の本幹から，直
接腎糸球体の輸入細動脈が出ている像はみられないが，小葉間動脈から筆毛状に分岐する多数の分枝か
ら，多数の輸入細動脈が出る。小葉間動脈の分岐状態は，哺乳綱においてみられたような樹枝状に分岐
することはすぐなく，放射状あるいは筆毛状に数枝が束状をなして分出することが多い。弓動脈，小葉
間動脈等の間の吻合はみとめられず，又小葉間動脈の分枝間の吻合もまたみられなかった。腎の尾側に

おいて，腹部大動脈の分枝が網状に分岐，からみ合って腎の辺縁側に延びているのがみられた。左，右

腎共にその内外両側に接して前後走する静脈が著明である。腎の辺縁側に接し，腎門脈系に属するいわ
ゆるＶ・ren・aff、に相当すると思われる静脈からの枝は，大部分腎の表層に広がり，それから２次的に
分岐する多数の分枝が腎の深部に入る。小葉間動脈あるいはその分枝から出て，中途腎糸球体を形成せ
ずに，直接後述のsinusoid状静脈網にそそぐ枝もみとめられた。
２．輸出入細動脈の状態ハブ類腎糸球体の輸出入細動脈は，共に其の太さ不定であるが，１個
の腎糸球体についてみるとγ例外なく輸入細動脈は輸出細動脈よりも太く，Neoprene-castの測定結果

はＴａｂｌｅ２の如く，ハブで輸入細動脈１８～55’，輸出細動脈１４～29〃，ヒメハブで輸入細動脈３０～

60ノリ，輸出細動脈１１～23′であった。ハブ類においては輸入細動脈の太いことがとくに特徴的で，箸
Table２．DiameterofAfferentandEfferentArteriolesQu）
min.～max．（av.）

species

Ｔ７ｊｍｅ７ｅｓｗ"ｓｏﾙ〃αｗ"sisBoulenger

１１

Tγ伽e7Bsw･"ｓβcuU0Uiγ伽ｓβｃｕＵＭｒ伽８（Hallowell）

afEArt、１８～5５（37）

efEArt、１４～2９（22）
a征.Art、３０～6０（46）
efEArt、１１～2３（17）
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者等が現在迄に観察した各種動物の中では一般的に最大の太さであった。又輸入細動脈は一般に極めて

長い傾向があり，このことは著者等が観察した動物中，鳥網の鷲鷹目（ちごはやぶさ，とび)，鶴鷺目

(あをさぎ)，阿比目（おおはむ)，鶴目（おおばん)，爬虫綱の亀騎目（くさがめ）のものと一致し，蛇
目のじむぐり，しまへび，やまかがしのものとも同じ傾向である。なお著者等が多種類の動物の腎糸球
体輸入細動脈でみとめた糸球体前膨大所見は今回の例では不明瞭であった。輸出細動脈はさらに毛細血

管に細分する所見はなく，比較的長く延びてSinusoid状静脈網にそそぐ。
３．腎糸球体の形と大きさハブ類腎糸球体の大きさは大小不定であるが，Neoprene-castによ

る測定結果はＴａｂｌｅ３の如くである。すなわち，ハブでは長さ157～327浬，巾146～252/u，高さ１２１
Table３．SizeoftheGlomerulum（似）
Length
（av.）

Width

(av.）

Ｈeight
（av.）

卿伽eγＢＳＷ･zUsjmD0汎γ伽ｓ
βcuUoUi7〃iｓ（Hallowell）

157～327

146～252

121～260

ＩＷｍｅｒｃｓｗ･"ｓｏ〃mcDUe"sis

171～271

141～263

144～223

Species

Boulenger

（219）

（231）

（202）

（215）

（172）

（167）

～260ノリ，ヒメハブでは長さ171～2711u，巾141～263ノリ，高さ144～223’で，著者等が現在迄観察し
たmetanephros性腎糸球体の中では，うま’うし，ひつじ，ぶた等家畜のものよりもはるかに小さい
が，おおしょうじょうの腎糸球体程度の大きさであり，体重に比較して極めて大きい腎糸球体をもって

いる。その形は，哺乳綱のさる，べ|こがおざる，いんどぞう，こつとんらっと，かいりねずみ，爬虫綱
のくさがめ，じむぐり，しまへび等のものに似て，一般に長さが最大，巾がこれにつぎ，高さの低いも

のが大部分であったが，なおこれに一致しない形のものも少<なかった。存在部位による腎系球の大き
さの差は，鳥類程著明ではないが，末梢性のものはやや小さい傾向があった。

４．腎糸球体の動脈走向所見輸入細動脈は腎糸球体に移行して，ほぼそのままの太さで，は
げしく屈曲しつつ腎糸球体のループを形成する。そのループは分岐せずに１本のままのこともあり，ま
た２本以上に分岐することもあるが，一般に哺乳綱動物のそれに比べ，ループは太くその数は少い。多

くのものでは腎糸球体を構成するループの太さは終始ほぼ同大で，輸出細動脈に移行する直前で急に細
くなる。著者等が多数の哺乳綱動物の腎糸球体でその基本構造として指摘した,いわゆる２半球性構造，
内外２重脈管層構造は,ハブ類では極めて不明瞭であり，また腎糸球体の小葉像も指摘できなかった。極

めてまれには，鯨目，異節目，齋歯目等にみられたように，輸入細動脈側と輸出細動脈側とが前後に分
れているようなものにも接したが，多くのものは鳥網のものにみられたように輸出入部の区分は不明瞭
で，ループは不規則に屈曲していた。上述の霞歯目等に類似のものにおいても輸入脚部と輸出脚部との

ループの太さの差は少く，両棲綱のカエルのものに類似する。すなわちハブ類腎糸球体の構造は，多く
の哺乳綱動物の中では，１部えぞりす，かいりねずみのものに似た点もあるが，基本的には哺乳綱動物

のものよりも鳥網動物のものに近い傾向がある。しかしながら前述のごとく，輸入細動脈が極めて長い
こと，腎糸球体を構成するループが極めて太いこと等の点はmetanephros性腎糸球体では１部の鳥網
動物のものとともに爬虫綱動物のもつ特有の所見である。上述の種々の所見からみると，今回観察した
ハブ類の宵糸球体は，くさがめ，じむぐり，しまへび，やまかがし等のものとともに，metanephrosl性

腎糸球体の中では，比較的簡単な構造を示し，宗族発生的にみて両棲綱のもの，すなわちmesonephros
性腎糸球体に近似の傾向にあると言い得る。
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約

腎における血管分布の宗族発生的研究の一環として沖縄産ｚｗｍｅｒｅｓ"γ"s血UMMliMcm）oUir伽ｓ
(Hallowell）ハブ，町伽eres"ｗＬｓｏ〃ｍｑＤｅ"sisBoulengerヒメハブについて観察した。

１）ハブ類の腎は前後に細長で，右腎が左腎よりも前方に偏在し，左右腎共に多数の小葉から形成さ
れる。

２）腎動脈は腹部大動脈から分枝後，直接小葉間動脈となって小葉に入るものもあるが，腎動脈が弓
動脈状に腎門部を前後に走り，その分枝が小葉間動脈となって２次'約に小葉に入るものもある。

３）小葉間動脈は放射状あるいは筆毛状を呈して，さらに多数の小枝に分岐，その枝から多数の腎糸
球体輸入細動脈が分出する。

４）腎の内外両側には前後走する静脈が著明である。

５）腎糸球体輸入細動脈は極めて太く長いのが特徴的である。いわゆる輸入細動脈の腎糸球体前膨大
所見はみられない。

６）腎糸球体輸出細動脈は毛細管網を形成せずに，直接sinusoid状静脈網にそそぐ。また小葉間動脈
あるいはその分枝で，腎糸球体を形成せずにその末梢がsinusoid状静脈網に入るものもある。
７）腎糸球体は体重に比較して極めて大きいが，末梢性のものはやや小さい傾向がある。

８）腎糸球体の形は，高さの低い前後に長い,情円体のものが大部分であり，このことはくさがめ，じ
むぐり，しまへびのものに似ている。

９）ハブ類腎糸球体は，２半球性構造，内外２重脈管層構造，小葉構造を呈せず，不規則な１層`性脈
管層構造である。

１０）腎糸球体の少ループ性，そのループの極めて太い点が特徴的で，他の爬虫綱動物のものとともに
カエルのものに近似する。

１１）爬虫綱腎動脈の微細走向様式はmetanephros性腎の中では，鳥網のものとともに最も原始的で
あり，宗族発生的にみてmesonephros性腎の両棲綱のものに近い傾向がある。

終りに貴重な材料を提供下さった高江農場，豊島，新垣，西村氏，その他多くの方々，及び材料の種
類同定を御教示賜った琉球大学高良鉄夫教授に深く感謝する。
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Summary

Studies on the vascular arrangement in the Trimeresurus kidney.
As a link in the chain of phylogenetic studies on the arrangement of renal blood vessels
using a Neoprene-latex cast, the authors observed the arteries of the kidney of Trimeresurus

flavoviridis flavoviridis (Hallowell) and Trimeresurus okinavensis Boulenger native to okinawa
Island.
The long and slender kidneys Trimeresurus consist of many lobes; the right kidneys were
found to be situated more to the cranical side than the left ones.
Some Aa. renales which started from Aorta abdominalis directly take changed from as Aa.
interlobulares renis, but others run forward or backward on the hilus region as A. arcifonnis
those branches turned into Aa. interlobulares renis.
Aa. interlobulares branched off into many twigs radially or in groups, and many afferent
arterioles of glomeruli occurred from those twigs.
The distinct veins which ran forward or backward were found on medial and lateral sides
alongside the kidneys of Trimeresurus.
The afferent arterioles of glomeruli were remarkably thick and long, and there was detected
no so-called juxta-glomerular swellings.
The efferent arterioles of glomeruli did not divide into capillary nets, but they stretched
singly up to the sinusoid venous nets.
The glomeruli of Trimeresurus were extremely large, but in the terminal portion they
were comparatively smaller in size.
The forms of glomeruli were ellipsoid, low in height and long in length; such tendency is
similar to that of the glomeruli Geoclemys reevesii (Gray), Elaphe conspicillata (Boie) and

Elaphe quadrivirgata (Boie) etc.
The structures and arrangements of vessels in glomeruli of Trimeresurus were those of socalled single-layered-glomerular kidneys without two-semispherical-structures, double-Iayeredstructures and lobule-structures.
The relatively smaller number of loops of glomeruli and remarkable thickness of each one
were distinctly noticed compared with those of mannals; the structures were similar to those of
the kidneys of frogs and other Reptilia.
The authors proposed to consider that the fine vascular arrangement of kidney of Reptilia
are phylogenetically to be treated as the most primitive structures in metanephros.
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Explanation of Plates
Fig. 1. Trimeresurus flavoviridis flavoviridis (Hallowell) (Exper. No.1).
Fig. 2. Trimeresurus okinavensis Boulenger (Exper. No.5).
Fig. 3. Trimeresurus ftavoviridis ftavoviridis (Hallowell) whose blood vessels were
injected with Neoplene-Iatex (Exper. No.1).
Fig. 4. Kidneys of Trimeresurus flavoviridis flavoviridis (Hallowell) in ventral view,
photographed before maceration (Exper. No.1 and 2).
Fig. 5. Kidneys of Trimeresurus flavoviridis flavoviridis (Hallowell) in ventral view,
photographed after half maceration (Exper. No. 3 and 4).
Figs. 6, 7 and 8. Kidneys of Trimeresurus okinavensis Boulenger in dorsal view,
photographed before maceration, half maceration and after maceration
(Exper. No.5).
Fig. 9. Caudal portion of the kidneys of Trimeresurus okinavensis Boulenger, in
which the arterial networks are observed (Exper. No.5).
Figs. 10. and 11. The half macerated Neoprene-cast of the kidney of Trimeresurus
flavoviridis flavoviridis (Hallowell), showing the branching of Aa. renales;
the arterial branch towards the peripheral portion of the kidney is detected
in fig. 11 (Exper. No.4).
Fig. 12. Glomeruli of Trimeresurus /lavoviridis flavoviridis (Hallowell) in lateral
view (Exper. No.4). x90.
Fig. 13. Glomeruli of Trimeresurus /lavoviridis flavoviridis (Hallowell) in various
view (Exper. No.4). x90.
F!g. 14. Comparatively small glomeruli at the terminal portion of the interlobular
artery (Exper. No.4). x90.
Fig. 15. Glomerulum of Trimeresurus /lavoviridis flavoviridis (Hallowell) in ventral
view (Exper. No.4). x 180.
Fig. 16. Glumeruli of Trimeresurus okinavensis Boulenger in vento-lateral view
(upper) and in lateral view (lower) (Exper. No.5). x90.
Fig. 17. Glomerulum of Trimeresurus okinavensis Boulenger in dorsal view (middle)
(Exper. No.5). x90.
Fig. 18. Glomeruli of Trimeresurus 'okinavensis Boulenger in various view (Exper.
No.5). x90.
Fig. 19. Glomerulum of Trimeresurus okinavensis Boulenger in ventral view (Exper.
No.5). x90.
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