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諸 言

背 内 側 核 は視 床 の 内側 部 に あ り,外 方 は 内髄 板 に

よ って 取 り囲 まれ て い る,こ の核 は皮 質 結 合 を持 た

な い と言 う人 もあ った が(Sachs33)), Monakow19)は

す で に背 内側 核 と前頭 葉 の 間 の線 維 結合 を ヒ トで予

想 して い た. Minkowski18)は サ ルで 背 内側 核 か ら前

頭 葉 の前 頭 極 に及 ぶ よ うな広 範 な領 域 に達 す る求 皮

質 線維 を記 載 した. Clark40も 背 内 側 核 と前 頭 皮 質

領域 との間 の直 接 の 線 維 関 係 を認 め,し か も哺 乳類

の系 統 発 生 で は前 頭 皮 質(前 頭 前 野)の 進 化 的 発育

と,背 内側 核 の進 化 的 分 化 の 間 に は密 接 な平 行 関 係

が あ る と言 っ て い る.そ の 後,背 内側 核 の皮 質 結 合

に つ い て は実 験 的 に 多 くの 人 に よ って研 究 され た.

1933年 にClarkとBoggon5)は ネ コでMarchi法

と逆 行 性 細 胞 変 性 法 を用 いて 背 内 側 核 の皮 質 結 合 を

研 究 し,こ の核 が前 頭 前 野,外 側,中 間 お よ び 内側

眼窩 野 に よ って代 表 され る前 頭 葉 の 顆粒 皮 質 に投 射

す る こ とを 見 出 した.

そ の後,逆 行性 細 胞 変 性 法 を用 いて ネ コの背 内側

核 の皮 質 投 射 が 多 くの人 によ って研 究 され た(Waller

とBarris43), Waller42), RoseとWoolsey31), Warren

ら44)).さ らにサ ル を用 いてMettler17), BoninとGr

een3), Pribramら28), Scollo-LavizzariとAkert34), 

Akert1)ら が,イ ヌ を用 い てNarkiewiczとBrutk

owski20)が 逆 行 性 細 胞 変 性 法 で研 究 した. Nautaと

Gygax22)が 変 性 軸 索 鍍 銀 法 を発 表 して 以 来,多 くの

人 は この方 法 お よ び そ の変 法(Fink-Heimer8)法)を

用 い るよ うに な った.す な わ ちネ コを用 い てNauta

とWhitlock23), Khalifehら12), Wellss45),田 中35)ら が背

内側核 の皮 質投射 を研究 した.最 近 で はLeonard15) 16),

Domesick7)ら が ラ ットを用 いて研究 してい る.さ ら

にごく最近ではTobias36)が サルで, KrettekとPr

ice13)が ラ ッ トで オ ー トラジオグラフ ィー法で研究

し,ま たBeckstead2)は ラ ヅ トでパーオキ シデー ス

法で研究 している.

著者 はネコを用 いて視 床背 内側 核 の皮 質 投 射 を

Nauta-Gygax22)法 お よ びその変法(Fink-Heimer8)

法)に よ って詳 しく追求 し,特 にその投射の局在 を

明 らかにす る目的で この研 究 を行 った.

研 究材 料 と方法

この研究 には13匹 の成熟 ネコを用いた. Nembutal

麻酔 の もとに定位手術 装置(David Kopf製)の 助 け

をか りて左側の視床背 内側核 の各部 を電気 的に破 壊

した.電 極 は同側(左 側)の 大脳半球 を通つて垂直 に

挿入 し(Cats 17, 34, 35, 33, 18, 27),あ るいは右

側 の大脳 半球 か ら前頭 面 で斜めに腹内側方 に挿入

して反対側(左 側)の 背 内側 核 を破 壊 した(Cats 53,

 39, 30, 22, 37, 4, 32).傷 は2mAの 直流 を15～20

秒通電 して作 った,手 術後6～7日 生存 のの ち,過

量のNembutalに よって麻酔 し,ま ず生理 的食塩水

で頚 動脈 を通 じて潅 流 し,つ いで10%中 性 ホルマ

リン液で潅流 して殺 した,脳 を頭蓋 腔 よ り摘 出 し,

 10%ホ ルマ リン液で固定 した. 5日 後 これ らの脳 を

前頭面 で約10mmの 厚 さに切 って粗 大 ブロックとし

た.脳 を粗大 ブ ロックに切 る前お よびその後で脳 の

外 側 面 を写 真 に撮 影 した.さ らに脳 を10%ホ ルマ

リン液で1か 月 間固定 した後,氷 結 ミクロ トームで

厚 さ40μ の横 断 連 続 切片 を作製 した.そ の切片 の

うち1/4の 切 片 を大 部分Nauta-Gygax法,一 部

Fink-Heimer法 で鍍銀 した.な お背 内側核 の傷 を含
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む レベルにおけ る他 の1/4の 切片 をク レシール ・

バ イオ レッ トで染め,傷 の位置 と広 が りを決 めるの

に用いた.実 験例 の大部 分で はNauta法 で鍍銀 した

切片 の一部 を クレシール ・バ イオレ ットで後染 した.

なお電極を同側 か ら垂直 に挿入 して背内側核に達 し,

または電極 を反対側 か ら斜めに挿入 し,脳 梁を通過

または通過 せずに背 内側核 に達 した例 につ いて,電

流 を通 さずに対 照 実験 を行 った.な お. Cats 27, 30,

 32は 教室所蔵の標本 を用 いた.

背 内側 核にお ける傷 の位置 と広 が りは クレシール

・バ イオ レッ ト染色 の適 当な横断切片 か ら画 き,そ

の傷 の矢状 方向におけ る広 が りはグ ラフ式復元法 を

用いて画いた.す べての電極 の通過経路 を組織学的

に検査 した.

皮質投射 の検 索には万能投影機(日 本光学製)で

6枚 お きの切片 を5倍 に拡 大 した像 をケン ト紙 に

と り,そ の上に変 性終末の分布 を記入 した,特 に皮

質にお ける終末の存在 す る部位 はその密度 によって

3段 階 に分か ち,そ れ をもとに してグラフ式復元図

を作製 した.

定位手術装置 で傷 を作 るためにはJasperとAj

mone-Marsan11)の ネコの図譜 を用 い たが,視 床核

の分類,こ とに背 内側 核 の境 界 と区分 はNiimiと

Kuwahara25)の ネ コの視床 の細 胞構 築 的研究 に従 っ

た.か れ らは背 内側核 を内側部,背 側部,外 側部 お

よび腹側 部に分 けてい る.ま た前頭葉皮質 の細胞構

築的区分はほぼGurewitchとChatschaturian10)お

よびRoseとWoolsey31)に 従 った.

所 見

Cat53(図1)

この例 にお ける傷 は小 さく,左 側 の背 内側核 の前

端部に あ り,主 としてその内側部 の背側 の部分 およ

び背側部の前端 部を障害 しているが,一 部外側部の

背側端 を も傷つ けてい る.電 極 は右側 の大脳半球 を

斜めに貫 ぬ き(約25°),左 側 の紐傍 核 を通 って背 内

側核に達 してい る.脳 梁は貫通 されていない.傷 は

一 部内側 前核の後部の内側部 に及んでい る.

傷 か ら出た線維 の一 部は内側方 に走 って正 中核 に

向か うが,大 部 分は腹側 ない し腹 外側 方に束 をな し

て走 り,中 心傍核,内 側腹側核 な どを貫 ぬ く.一 部

は外側方 に走 って内側前 核を通過 す るもの もあ る.

大部分 の線維 は内側腹側核 を通過 しつつ前方に進 み,

視床網様核 の腹 内側部 を通過 する.変 性線維 は さら

に前腹側方 に進 み,外側視床下部核 の前端部 および外

側視 索前核 を通 って腹外側方 に向かい,尾 状核頭の

腹側端 部の外側縁 と,こ れに接 した内包 の前脚の部

分 を通 って しだいに腹 内側方 に向かい,対 角帯 を通

って大部分の線維 は前背側方 に走 って内側面皮質に

向か うが,一 部の線維 は外側方 に放散 し,舟 状回の

外側面の後端 部 に達 し,そ れぞれ舟状 回の内側面お

よび外側面皮質 に分布す る.

舟状回における変性 線維 の分布 は比較的散在性 で,

その分布範 囲 は舟状 回の 内側面 および外側面のそれ

ぞれ前腹側部 に広が る.特 に舟状 回の前縁 部,す な

わち内側面 と外側面 の境界部 では変性 線維 がやや多

く,し か も外側面 よ りも内側面 の方 に多少 ひろく広

が る.比 較的小 さい傷 を有す る このよ うな背 内側破

壊例 で変性線維の分布が非常 に広 い範 囲に広 が り,

かな り散在性で あるこ とは注 目 され る.

背 内側核か ら出 る線維 はかな り細 く,皮 質 内では

主として第4層 および第3層 の深部 に分布 するが,

変性の著 明 な皮 質 部 では第1層 の表層 部に も少数

の変 性線 維 が 見 られ る.な お第4層 では表面に平

行 に走 る変性線維が かな り見 られ るのが特徴的であ

る(図14).

Cat39(図2)

この例の傷 は背 内側核 の前部 およ び中央部の高 さ

で,そ の内側部 に限局す る.電 極 は反対側(右 側)の

大脳半球 を斜 めに貫 ぬ き(約20°),左 側の前 室傍核

を通 って背 内側核 の内側部 の中心部お よび内側 の部

分 を傷つ けて いる.電 極 は途 中で脳梁 を通過 してい

ない 前室傍核 の一部 は傷 に含 まれてい る.

背 内側核か ら出て内側面皮質 に分布 す る線維は外

側面皮質 に向 か うものよ りもやや多い.こ の例 にお

ける皮質変性域 は外側面 ではほ とん ど舟状回の大部

分 に広 がるが,内 側 面皮質 では ほぼ その腹側半 に限

局 し,分 野6の す ぐ腹 側 に ある分野32の 背側部 は

皮質変性 を示 していない.最 も強い変性域 は内側面

の腹側端部 にあ り,こ れ はわずか外側面皮質 に及 ん

でいる.中 等度 の変 性域 は強 い変性域 の周囲 を取 り

巻 く.外 側面皮質 では前嗅溝 をやや越 えて 多少背側

方 に広 が る.疎 な弱い変性域 は内側面 および外側面

とも中等度 の変性 域 を背側方か ら取 り囲むが,内 側

面皮質 ではその背側 半 にはほ とん ど広 が らない.ま

た外側 面皮質 で は疎 な変 性 域 はSylvius前 溝の付

近 およびその下壁 には広が らない.こ の例 では皮質

変性域 は内側 面お よび外側面 ともに前 の例 よ りもか

な り後方 に広 が り,内 側 面 で は分 野12の 大部分 を

おお う.
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図1　 Cat53.大 脳 半球前部の内側 面(A)と 外側 面(B)に おける皮質変性の分布 と視

床背 内側核の横断面(C)お よび外側面 投影図(D)に おける傷の位置 と広が りを示 す.

 A, Bに お いて斜線 は中等度の変性,点 は弱い変性を示 し,点 線 はシル ビウス前溝 の

底 を示す. Cにおいて破線は電極の刺 入方向 を示 す. a,前; p,後; d,背 内側核の背側

部; l,外側部; m,内 側部; v,腹 側部; SC,十 字 溝; SCO,冠 状溝; SPS,シ ル ビウ

ス前溝; SRA,前 嗅溝.

図2　 Cat39に お ける皮質 変性(A, B)と 背 内側核 の傷(C, D). A , Bに お いて黒 は強 い

変性,斜 線は中等度 の変性,点 は弱 い変性 を示す 。

Cat30(図3)

この例 にお ける傷 は左側 の背 内側核の前後径 にお

けるほぼ中央 部にあ り,前の例 よ りもかな り大 きく,

断面では背内側核の内側部 にほぼ限局 して斜 めに長

軸 を向 けた長楕 円形 を呈 してい るが,外 側部 の腹側

端 にわずか波及 してい る.電 極は右側の大脳半球 を

ほぼ45° の角度で斜 めに貫ぬ き背内側核に達 してい

る,途 中で脳梁の一部 を通過,障 害 してい る.し か

しそのた めに起 こる皮質変性 は背 内側核の傷 によ る

皮質変性域 と離 れてい るので,両 者の 区別 は容易 で

ある.

この例 では前頭葉 内側面皮質 に向か う線維は外側

面皮質 に向か う もの よ りもか な り多い.内 側面皮質

にお ける変性域 は非常 に広 く,分野6よ り腹側 の内

側面皮質の ほとん ど全域 に広 が り,ほ ぼ背 内側核 の

全投射域 に及んでい る(分野8, 32お よ び分野24と
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12の 一部).し か し変 性 分布 の密度 は部位 によって

異な る.内 側面皮質 の前腹側 では もっ とも変性 が強

く,さ らにその周辺 を中等度 の皮質変性域 が取 り巻

く.こ の中等度の皮質変性域 は内側面皮質の前腹側

縁 をへて,外 側面皮質 の中等度変性域 に続 く.以 上

の よ うな内側 面にお ける著 明な皮質変性域の周辺に

は弱 い皮質 変性域が取 り囲むが,こ の領域 はその背

側 に お け る分 野6に は達 していない しか し後方

は前辺縁部,す なわ ち内側前核 の投射域 に多少 と も

広が る.外 側 面皮質,す なわ ち舟状 回の外側面では

ほとん ど全域に変 性が見 られるが,そ の後端部では

変性 を欠 く.上 述 のよ うに,内 側面 中等度皮質変性

域か ら続 いた中等 度変性域 が外側面皮質の前腹側部

に見 られ る.そ の背側 および後方周辺 には弱 い皮質

変性域が取 り巻 く.こ の変性域 はSylvius前 溝の下

壁 にまで及ぶが,そ の溝の底 およびその溝 に近 い部

分 には達 しない,外 側面皮質 では強 い変 性域は見 ら

れない.

Catl7(図4)

この例で は電極 が同側(左 側)の 大脳半球 を垂直 に

貫 ぬ き,脳 梁 を通 つて背内側核 の背 内側部 に達 して

い る.傷 はほぼ背内側 核の前後径 の中央部 の高 さに

あ り,断 面では背 内側 核の内側部 の背 内側 の部分 お

よ び背側部 の内側端 に あ り,腹 背 に長 い卵 円形 を呈

してい る.

図3　 Cat30に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内側 核 に お け る傷(C, D) .

図4　 Cat17に お ける皮 質変性(A, B)と 背 内側核 にお けち傷(C, D).

皮質変性 は前頭葉 内側 面で強 く,外 側面 は軽微 で

あ る.皮 質変性 の型式 は前の例 とよ く似て いるが,

一般 に前 の例 よ りも変 性域がやや後方にずれていて
,

舟状 回の前端部 では変 性は見 られな い.内 側面皮質

では最 も強 い変性 はその腹側 部の中央部 にあ り,そ
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の周辺は中等度の変性域 が取 り囲 み,こ の中等度の

変性域は前頭 葉の下縁 をへ て外側面皮質 に広 が つて

い る.疎 な変性域 は内側面皮質 では中等度の変 性域

を取 り巻 くが,分 野32の 背側部では変 性 が認 め ら

れな い.舟 状 回の外側面 ではその腹側端部に多少 中

等度の変性域 が広 がっている.大 部分疎な変性 が散

在 してい るが,そ の範囲 は舟状回の前後径における

ほぼ中央1/3に 限局 している.少 数の変性線維 は

前嗅溝 を越 えて多少背側方に広 が り,一部はSylvius

前溝 の下唇 に達 しているが,そ の下壁にはほ とん ど

広 が らない.

Cat34(図5)

この例で は傷は背 内側核 の後部の高 さで,そ の背

内側部 を障害 している.特 に内側部の背 内側 の部分

および背側部の内側 の部分 を含 む.こ の高 さはほぼ

背側部の後端部 に相当す る.電 極 は左側 の大脳半球

を垂直に貫ぬ き,脳 梁お よび手綱核 を貫通 して,同

側の背内側核に達 して いる,手 綱核,特 にその 内側

核およ び外側核 の内側 部の部分が電極 によってか な

り強 く障害 されてい る.

皮質変性 は内側 面皮質 と外側面皮 質の腹側部,す

なわ ち前頭葉下縁 の周 囲の皮質 に強 い.内 側面お よ

び外側面 とも強 い皮質変性域 の周辺 に中等度変性,

さらにそのまわ りには疎 な弱 い変性 域が取 り囲 む.

この例 における変性域 は前 の例 に くらべてやや後方

に偏 り,し か も外側面皮質 では内側 面皮質 と同様 に

変性 がかな り強 く,こ とに疎 な変性域 はSylvius前

溝 の下唇 を越 えて 多少 ともその下壁 に広 が るのが注

目される.内 側面皮質 における変性域 の背側 方への

広 が りは弱 い.

図5　 Cat34に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内側 核 にお け る(C, D).

図6　 Cat35に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内側 核 に お け る傷(C, D).
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Cat35(図6)

この例 における傷 はCat34と 同様 に垂直 に挿入 さ

れた電極 によって作 られ,そ の傷 はCat34の それ と

ほぼ同 じ位置 にあるが,そ れよ りもかな り小 さい

すなわ ちCat39の 傷 よりもわずか前方 の高 さで背内

側核 の背側部 の内側の部分 およびそれ に近接 した内

側部 の一部 が障害 されて いる.

この例で は傷 はかな り小 さいに もかかわ らず,皮

質変性域 はかな りひろい範囲 に広が ってい る.著 明

な変性 は舟状回の外側面皮質 で はその前後径のほぼ

中央部か ら後部 にか けて見 られ る.こ の変 性域はか

な り背側方 に広が り,前 嗅溝を越 えてSylvius前 溝

に近づ くが,そ の下唇 にはほ とん ど達 しない.こ の

著明 な変性域 は前頭葉 の下縁 をへて内側 面に広が り,

内側面腹側端部 に前後にやや長い変性 域を作 ってい

る.弱 い変性域 は著 明な変性域 の周囲 を取 り巻 き,

特 に前上方 にか な り強 く広 が る.舟 状回外側面で は

特にその前部 お よびSylvius前 溝の下壁の外側部 に

広が ってい る.

Cat33(図7)

この例 において も電極 は同側 の大脳半球 を垂 直に

貫 ぬ き,脳 梁 およ び手綱核 を通 って同側 の背 内側核

の内側 および腹 内側 部 を障害 して いる.傷 の大部分

は背 内側核 の内側部 の範 囲 にあるが,一 部腹側部 の

内側端部 を傷 つけてい る.こ の傷 はか な り大 きく,

背腹 に長 い卵 円形 を呈 してい る.こ の傷 は背 内側核

の後部 の高 さか ら後端部 の高 さにか けて ある.

図7　 Cat33に お け る皮質 変 性(A, B)と 背 内側 核 に お け る傷(C, D).

図8　 Cat22に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内側 核 に お け る傷(C, D).

最 も強 い皮質変性域 は内側 面 と外側面皮質の境界

部,す なわ ち前頭葉下縁 のまわ りに見 られ るが,前

の例 よ りか な り後方 に偏 ってい る.こ の強い変性域
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の まわ りには中等度 の変性域 およびさらにその周囲

に疎な変性域 が取 り巻 くが,全 体 として内側面 およ

び外側面 とも背 側方へ の広 が りが前の例 よ り強 い.

すなわ ちこの例 では内側面皮質 にお ける変性域 はほ

とんどその腹側半 を占める.外 側面皮質ではSylvius

前溝の下唇 をへてかな り強 く下壁 に広が るが,こ の

溝 の底 に達す ることはない

Cat22(図8)

この例 の傷 は非常 に大 きく,背 内側核の前部 か ら

後端部 に及び,断 面 では背内側核の内側部 の腹側半,

腹側 部の全域 および外側部の腹 内側 の部分 に広 が っ

てい る.電 極 は反 対側(右 側)の 大脳 半球 か らほぼ

30°の角度で斜 めに挿入 され,前 および後室 傍 核の

腹側端部 を通 り,左 側の背内側核 に入る.こ の傷は

背 内側核の腹側および腹外側にあ る中心傍核の一部

を も包含 して いる.

この例 における皮質変性域の範囲は背 内側核の全

皮質投射域 に及んでい る.す なわ ち前頭葉 内側面皮

質 では分野6を 除 く大 部分,す なわ ち分野8,分

野32,分 野12の 大部分および分野24の 前部 に及び,

外側面皮質では舟状回の全域(分 野8)お よびSylvius

前溝の下唇 と下壁の ほとん ど全域 に広が るが,こ の

溝の底 を越 えて上壁 には広が らない 強い皮質変性

域は外側面皮質 の前部お よび中央部 に見 られ るが,

一部 はSylvius前 溝 の下唇 を越 えて下壁の腹側 部に

達 してい る.ま た前頭葉の前下縁 を越 えて多少内側

面皮質 に も広 がる.中 等度の変性域 は この強い変 性

域の まわ りを取 り巻 き,外 側面皮質 では露出 した舟

状回のほとん ど全域 およびSylvius前 溝 の下壁の外

側部および中央部 はこの よ うな著明な変性域で占め

られ る.内 側 面皮質 では しか し中等度 の変性域 はそ

の前縁 および下縁 に沿 った,や やせまい部分 に限 ら

れている.し か し内側面皮質では疎 な変性域 がかな

り広 く,中 等度変性域の背側方お よび後方 にひろ く

広 が るが,背 側方 で は分野6の 内部へ は広 が らな

い.し か し後方 は前辺縁部,す なわ ち内側前核 の投

射域 の一部,す なわち分野24の 前部,お よび分野12

の大部分 に広 がる,こ の領域では明 らかに内側前核

の投射域 と重 な り合 う.外 側面皮質にお ける疎 な変

性域 はSylvius前 溝の下壁の 内側部お よび後端部,

な らびに露 出した舟状回の後端部 に広 が ってい る.

Cat37(図9)

この例 では傷 は背 内側核の前部の高 さでその腹側

の部分 にあ り,背 内側核の内側部,腹 側部お よび外

側部 の境界部 を占 めて いる,傷 は比較的小 さ く,横

に長 い半月形 を呈 してい る.電 極 は右側 の大脳半球

を通 って斜 めに約20° の角 度で挿 入 され,前 室傍核

の腹側端 を通 り左側 の背 内側核 に入 ってい る.

最 も強い皮質変性 は前頭葉の前下縁の周 囲にあ る.

外側 面では内側面 におけ るよ りも広 く,多 少前背側

方に広 が ってい るが, Sylvius前 溝よ りかな り離れ

てい る.中 等 度の変 性域 は内側 面において も外側面

においても強い変性域 を背側 および後方 か らおお う.

外側面の前部では一部Sylvius前 溝の下壁の外側端

部 に広 が つてい る.疎 な変 性域 は以上の よ うな著明

な変性域 を背 側お よび後方か らおお ってい る.こ の

例で は皮質変 性域 は全体 として多少前方 に偏 り,内

側面お よび外側面 ともに,前 端部お よび前部 は変性

域 によって占め られ るが,後 背側部 は変性 を示 さな

い.

Cat4(図10)

この例の傷 は前の例 におけるよ りも小 さく,さ ら

にそれ よ りも腹内側 に位置 し,全 く腹側部 の範 囲内

にある.前 の例 と同様 に反対側か ら斜 めに挿入 され

た電極 は,菱 形核 の背側端部 を貫 ぬいて左側 の背 内

側核 の腹側部 に達 して いる.背 内側核 の前後 径にお

ける傷 の高 さは前 の例 よ りもかな り後方 に偏 り,背

内側核 の中央部 ない しそれよ りもやや後方 の高 さに

限局 してい る.

この例 におけ る皮質変 性は比較 的軽い.多 少著明

な変性 は舟状回の外側 面の前 後径にお けるほぼ中央

部 に見 られ,そ の範 囲は主 としてSylvius前 溝 と前

嗅溝 の間 にあ り,ほ ぼ卵円形 を呈す る.こ の皮質変

性域 は背側方 は一部Sylvius前 溝 の下唇 をへて,そ

の底 の外側端部 に広が って いる.こ の変性域 の周 囲

には弱 い変性域が見 られ るが,舟 状 回の前端 部お よ

び後端部 ならびにSylvius前 溝 の下 壁の前 内側部 に

は,変 性 は全 く見 られない.弱 い変 性域は前頭葉 の

前下縁 をへ て内側面皮質 の前 下部 に広が るが,か な

り限局性 で,内 側 面皮質 の背 側部,後 背側部 および

後部 の大部分 では変性 がほ とん ど見 られ ない.

Cat18(図11)

この例 では傷 は同側(左 側)の 大脳半球 を通 って垂

直 に挿入 された電極 によって作 られ,主 として背 内

側核の外側部の大部分お よび内側部 の外側端,な ら

びにそれ らの外側 に隣接 した外側 中心核の部分 を包

含 して いる.こ の傷 はやや大 きく,背 内側核 の前端

部 を除 く前半の高 さに広 が ってい る.

強 い皮質変性 は舟状 回外側 面皮質 の前部に見 られ,

この変性域 は多少Sylvius前 溝に近 く位置 している.
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この周 囲には中等 度の変性域 が見 られる.こ れ は背

側方 はSylvius前 溝の下唇および下底 の外側端部に

広が る.腹 側 方は前頭葉 の下縁,さ らに内側面皮質

の前 部にかな りひろ く広 が って いる.弱 い変性域は

以上 の著 明な変性域 のまわ りにあ り,舟 状回外側 面

皮質 の前端部,後 部 およびSylvius前 溝の下壁の前

部 お よ び中央 部 を占 めて い る.舟 状回外側面の後

1/3で は変性 が見 られ ない.内 側 面 皮質 では疎 な

変性 が中等度 の変性 の周囲 を囲み,中 等度の変性域

とともにほ とん ど背 内側核の内側面投射 域の大部分

を占めているが,そ の後部 では変性が見 られない.

Cat27(図12)

この例で は傷 は同側の大脳半球 を垂直に貫 ぬいた

電極 によって作 られ,そ の傷は前の例 よ りもかな り

小 さく,腹 背 に長 く,ほ とん ど背 内側核 の外側部 に

限局 し,背 内側核 の前 後径で はほぼ その中央部の高

さを占めてい る.

図9　 Cat37に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内 側 核 に お け る傷(C, D).

図10　 Cat4に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内 側 核 に お け る傷(C, D).

この例 におけ る皮 質 変 性 は原 則的 にはCat18と

よ く似 た像 を呈す が,外 側面皮質 の腹側部 および内

側面皮質で は変性 が一般 に軽 い.こ の ことは傷 が背

内側核の外側面 に限局 し,内 側面 に波及 していない

ためと思わ れる二 この例 における強 い変性域 は舟状

回外側面の前背側部 に限局 している.中 等度 の変性

域 はこの強 い変 性域 をおおって一部 はSylvius前 溝

の下唇お よび下壁の外側端部 に広が り,さ らに前頭

葉の前縁 を越 えて多少前頭葉内側面皮質 に広 がる.

弱い変 性域 は外側 面皮質 では著明な変性域 を取 り巻

き,全 体 として舟状 回の外側 面皮質 の前部,お よび

中央部 ならびにSylvius前 溝の下壁の前部 に広が っ

てい る.内 側面皮質 ではその前端部の一部 を除いて
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ほとん どその全域 に弱い変 性域 が広 が り,そ の範囲

はほぼCatl8に おける変性 と同様 であ り,背内側核

の全投射域の大部分に広 が ってい る.

Cat32(図13)

この例は背 内側核 の後端部 の,や や大 きい破壊例

で,電 極は反対側 の大脳半球 を通 って斜 めに挿入 き

れ(約25°),左 側 の背 内側核 の後端部の 内側部およ

び外側部 にかな りひろ く広 がっている,な お傷は背

内側核の範囲 を越 えて多少後方 に広が り,束 傍核の

一部 を傷つ けてい る.

この例 にお ける皮質変性域 は背 内側核の後端 部の

破壊例 であるに もかかわ らず,背 内側核のほ とん ど

全投射域 に広が ってい る.し か し著明 な変性域は こ

の変性域の うちで後方に偏 っていることが注 目され

る.最 も強 い変性域 は舟状 回外側面の後部で前嗅溝

のまわ りに見 られ る.こ の周 囲を中等度の変性域が

取 り巻 き,背 側方 はSylvius前 溝 の下唇 に広が り,

腹側方 は前頭葉の下縁 をへて内側面皮質 に多少広 が

る.弱 い変性域 はこれ らの著 明な変性域以外の背 内

側核 の全投射域の大部分に広 がっている.外 側 面皮

質 ではSylvius前 溝の下壁の大部分 に広が るが,こ

の溝 の底 の近 くで は変性は見 られない.ま た弱 い変

性 は舟状回の前端 にまで広 が っている.内 側面皮質

では分野6を 除 く前 頭 葉 内側 面皮質の ほとん ど大

部分 に広が って,後 方は前辺縁部 の前部 に及んでい

る.

総括 と批判

ClarkとBoggon5)が ネコを用 いて視床 の背 内側

核の前頭葉皮質への投射 をMarchi法 と逆 行性変性

法で研 究 して以来,多 数 の研究者 によって この問題

が実 験 的 に追 求 された(WallerとBarris43), Wall

er42), Crouch6), RoseとWoolsey31), Mettler17), Bonin

とGreen3), Pribramら28), NautaとWhitlock23), War

renら44), Scollo-LavizzariとAkert34), Khalifehら12), 

Krieg14), Wells45), NarkiewiczとBrutkowski20),田

中35), Leonard15) 16), Domesick7), Nauta21), Tobiasと

Ebner37), Tobias36), Beckstead2)).こ れ らの研究 はい

ずれの動物 において も背内側 核は前頭葉 の内側面 お

よび外側面に ひろ く投射 す ることを認 めている.

著者の実験 した13例 において背 内側 核 の破 壊 に

よる皮質変性域 はほぼ前頭葉 に限局 し,外 側面皮質

では舟状 回(分 野8)お よびその背側 に続 くSylvius

前 溝 の下唇 と下壁 に限局 し, Sylvius前 溝 の底 を越

えてその上 壁 に及ぶ ことはほとん どな いが, Cat32

のみは多少 とも上 壁に広が る.ま た内側面皮質 で は

背 内側核 の皮質投射域 は分野8,分 野32の 大部分,

分野24の 前部 および分 野12の 大部分 を占め,背 側

方 は分 野6と 境 し,大 部分の例 では分 野6の 下 界

を越 えて背側方 に広 が ることはな いが, Cat32の み

は多少 とも分野6内 に広 がる.内 側面皮質 では変性

域 は後 方 にかな り延 び,前 辺縁 部(RoseとWool

sey32))の 前部 に広が り,視 床 の内側 前核の投射域 と

ある程度重 な り合 う.著 者 の実験例 の うち背 内側核

に最 も大 きい傷 を有す る例(Cat22)に おいて見 られ

る皮質変性域 はほぼ背 内側核 の前投射 域 に一致す る

もの と考 えられ る.

視床背内側核の皮質投射域 に関 しては人 によつて

多少 その範囲 は異 なる. ClarkとBoggon5)は ネコで

背内側核の皮質 投射域 は前頭前野,外 側,中 間 およ

び内側 眼 窩領 域 で あ る と言 って い る. Wallerと

Barris43), Waller42)ら はネコで逆行性細胞変 性法 を

用 いて研究 し,両 側の舟状回 のほ とん ど完 全な破壊

に よって両側の背内側 核 のほ とん ど完 全な逆 行性細

胞変性 を認 めたが,背 内側核の皮質投射域 は舟状回

の背側部に強い と言 って いる. RoseとWoolsey310

はネコ,ヒ ッジ,ウ サギ などで眼窩前頭領 域 を細胞

構築的 に研 究 し,さ らに背内側核か らこの領 域への

投射 を逆 行性細 胞変性法 を用 いて追求 し,背 内側核

は細胞構築的に眼窩前頭領域 として区画 された皮質

部 とほ ぼ一致 した 領域 に投射 すると言 ってい る.

 NautaとWhitlock23)はNauta法 を用 いてネ コの背

内側核の皮質投射 を研 究 し, RoseとWoolsey31)と

ほぼ同様,そ れ らの線維 は舟状 回 と内側眼 窩前頭 皮

質 に分 布 す ると記載 した. Khalifehら12)も ネ コで

Nauta法 を用いて研究 し,背 内側核 は舟状 回,眼 窩

回,前S状 回お よび膝 回 に分布す る と言 ってい る.

またWells45)は ネコの背 内側 核 の 皮質 投 射 は分 野

11, 12お よび32で 強 く,分 野4, 6, 8 , 9お よ

び10で はやや弱 い と言 ってい る, Khalifehら12)お

よびWells45)は いずれ もNauta法 で舟 状 回 と内側

眼 窩前頭 領域 以外 の部,す なわ ち分野4 , 6な ど

に投射 を認 めている.著 者 の例 で もCat32で は皮質

投射域が分野6に 多少 広 が る傾 向があ る.し か し

Cat32で は傷 が背 内側 核の後部 でかな り大 き く,し

か も背内側 核の範囲 を越 えて後方 に広が り,束 傍核

な どを一 部傷 つ けて いるので決定的な ことは言 えな

い. Waller42)は 背内側核の投 射 域 は分野6を 越 え

て背側 方に広が らない と言 ってい る.

初 期の研 究者た ちは背 内側核 の外側部 は前頭前 野
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図11　 Cat 18に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内 側核 に お け る傷(C , D).

図12　 Cat 27に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内側 核 に お け る傷(C, D).

図13　 Cat 32に お け る皮 質 変 性(A, B)と 背 内 側 核 にお け る傷(C, D).
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の外側 面に投射 するが,背 内側核の内側部 は前頭 前

野 に投 射 しない と考 えていた(ClarkとBoggon5), 

Walker38)). Walker40)は クロショウジ ョウで背 内

側核の内側部 も前頭葉 の眼窩皮質 に投射を行な うこ

とを示 し,さ らにWaller42)も ネコで背 内側核 の内

側部が皮質投射 を行 な うことを見 い出 した.

図14　 Cat 30(A)お よびCat 18(B)に おける皮質変性 の顕微鏡写真. Aは 前頭葉内側面

皮質第4層, Bは 前頭葉外側面皮質 におけ る第4層.×250.

背内側核の部位 によ る皮質投射の相違,す なわち

皮質投射の局在性については,い まだ十分解明 され

て いるとは言い難い.著 者 の所見 によると,傷 が背

内側核の 内側部 と背側部 にある例(Cats 53, 39, 30,

 17, 34, 6)で は強 い変性 は舟 状 回 外側 面皮質の背

側部 とSylvius前 溝の下壁に見 られる.背 内側核 の

外側部 と腹側部 に傷 のあ る例(Cats 4, 18, 27)で は

強 い変性 は舟状回外側 面皮質 の腹側部 と前頭 葉内側

面皮質 に見 られ る.こ の ことは背 内側核の部位によ

る投射 に相違の あることを示 し,特 に内外側の方向

に局在性があることを示す もの と考 えられ る. Wal

ker39), Waller42)ら もすでに このよ うな背 内側核の皮

質投射の局在性の存 在 を示 唆 し,背 内側核 の内側部

は前頭葉顆粒皮質の後下部 へ,背 内側核 の外側部 は

前頭葉顆粒皮質の前上部に線維 を送 ると言っている.

田中35)は背内側核の外側部 は前頭葉 外側面皮質 に,

背 内側核 の内側部は内側面皮質 に投射 す ると言 って

いるが,著 者の所見では,背 内側核 の外側部(腹 側部

を含 む)の 投射 域 と内側部(背 側部 を含 む)の投射域

の境界 はほぼ前嗅溝お よびその前方延長 線であ ると

考 え られ る. NarkiewiczとBrutkowski20)は 逆 行性

細胞変性法 によって イヌの背 内側核の皮質 投射 を研

究 し,背 内側核の中間部 は前頭面皮質の最前部に,

背 内側核 の後外側部 は舟状 回と眼窩 回の後部 に,背

内側核 の前 内側部 は前頭前皮質 の内側面 に投射 す る

と言 っている.

著者 の所見 は さらに背 内側 核の前後の方向 にお け

る局在性 を示唆す る.す なわ ち背内側核 の前部 の傷

(Cats 53, 18, 37, 27)で は変性 は前頭 前 皮 質 の 前

部に強 く,背 内側 核の中央 部の傷(Cats 39, 30, 17,

 4)で は前頭葉 の中央部 に強 く,背 内側核 の後部 の傷

(Cats 34, 35, 33, 32)で は前 頭 葉 の後 部 で変 性が

強い傾 向があ る. Walker39) 41)はサルで背 内側 核 の

皮質 投射 には前後 の方向に局在性 があ ると言 ってい

る.田 中35)はネコで著者 と同 じよ うな所 見 を得て い

る.し か しWarrenら44)の 所見 は著者 の結果 とか な

り異な る.す なわ ち彼 らはネコで逆行性変 性法 を用

いて背 内側核の皮質投射 を研究 し,背 内側核の前極

は大脳半球 の 内側面 の眼窩前頭皮質 の後部 に,背 内

側核 の赤道部 は前頭極 に,背 内側核の後極 はSylv

ius前 溝 に接 した,ま たはその溝 の中の外側 眼窩前

頭皮質 に投射 する と言 う.し か し著者の例 では,背

内側核 の中央部 の傷 では前頭葉 の前極 には変性 が非

常に軽 いか全 くない.ま た背 内側 核 の前部(な い し

前端)の 傷で強 い変性 が前頭葉 内側 面皮質 後部(な い

し後極)に 見 られ る例 はない.

背 内側核の皮質 投射の局在性 に関 してはサ ルにつ

いて はかな り多 くの報 告 が あ り, Akert1)は 逆 行性

細胞変性法 を用 いて研究 し,サ ルの背 内側核 を大 細

胞部,小 細胞部 および髄板傍部 に分か ち,こ れ らは

それ ぞれ眼窩部,分 野9お よび分 野8に 投 射す る

と言 って いる.最 近Tobias36)は オー トラジオグ ラ

フィー法 を用 いて背 内側 核の皮質投射 を研 究 し,そ

の外側部 は前頭葉 の背 外側の凸面へ,背 内側核 の内
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側部 は前頭前野 の腹側部(眼 窩部)へ,背 内側核の尾

背側部 は前頭葉 の内側壁(背 内側前頭前野 を含む)に

投射す る と言 う.

著者 の所見 によると,ネ コの背内側核の腹側部は

外側部 に似 た皮質投射 を行 ない,背 側部 は内側部に

似 た皮質投射 を行 な うが,こ れ らの部がいかな る前

頭葉皮質部 に主 として投射す るか に関 して は決定的

なこ とは言 えない. Nauta210は サルで扁 桃 体 の線維

結合 を研究 した論文の中で背内側核の皮質投射 にふ

れ,背 内側核の内側部の腹側 の部(お そらく著 者の腹

側部 に相当)の 傷 の例 で腹側(眼 窩)前 頭 前 野 に皮質

変性 を見て いる.こ のよ うな所見 はKrieg14)も すで

に報告 して いる. Tobias36)は 背 内側核 の腹側部 のア

イソ トープ注入例 で眼窩皮質 および外側皮質 に銀粒

子の分布 を見てい る.著 者の背 内側核 の腹側部破壊

例(Cat 4)で は前嗅溝よ り背側 に著明な変性 が見 ら

れ,外 側部の破壊例 における所 見 と本質 的な差異 を

認 めがたい.

Nauta21)もKrieg14)も 背 内側核の背側 部 に傷 を作

っていないが, Tobias36)は サルの背 内側核の背側部

に限局 した注入例 で,大 脳半球上縁部 のまわ りの内

側皮質 と外側皮質 に銀粒子 の分布 を見 ている. Ake

rt1)は しか しこのよ うな背 内側皮 質の剥離で は背内

側核 に逆行性細胞変性 を証 明 していない,著 者 のネ

コにおける実験 の うちCats 53, 34, 35で は背 内側

核 の背側部 が障害 され,い ずれの例 で も強 い変性は

前頭葉 内側面皮質 と外側面皮質の境界部に見られ る,

以上 のよ うに著者 のネコにおける所見で は背内側核

の皮質投射 における腹背側 の方向の局在性は証明 さ

れなか ったが, Walker41)は サルで背 内側 核 の皮質

投射 の腹背側 の方向 における局在性の存在 を示唆 し

ている.

な お前頭葉以外の皮質の剥離で背内側核に逆行性

変性が見 られ たとい う報告が ある. Waller42)は ネコ

の冠 状回の腹側端の傷で背内側核の外側部に逆 行性

細胞 変性 を認 めた.著者の例の うちCat 32で はSyl

vius前 溝 を越 えてその上壁に まで変性が多少 とも広

が る.こ の例 では背 内側 核の内側 部のみな らず,外

側部 も強 く破 壊 されてい るが,傷 が外側 部のみに限

局 した例(Cat 27)で は変性 はSylvius前 溝の底を越

えて上壁 にはほ とん ど及 ばない.し たが って この問

題 に関 して は著者 の実験 の範囲 では決定 的な ことは

言 えない. Scollo-LavizzariとAkert34)は サルで

は背内側核の投射域 は顆粒前頭皮質 の境 を越 えて弓

状 溝の前壁 を作 る移行領域 を含 む とい う.

以上のよ うに背内側核の著 明な皮質 投射には前後

およ び内外側 の方向 に局在性 が認 め られ るが,傷 が

ある一 定以上 の大 き さの時 には背 内側 核のいずれの

部分に傷 を有す る例 で も,そ の傷 に応 じた部位 にお

ける著 明な変性 のほか背内側核 の皮質投射域 の大部

分にびまん性 の弱い投射が見 られ る.こ れは視床 の

連 合核(非 特殊核)で は一般 に認 め られ る もの で,外

側核 および枕核 では著明で ある(NiimiとInoshita24), 

Niimiら26)).ま た背 内側核 にお ける傷 が非常 に小 さ

い例(Cats 53, 35, 4)で は変性 が背 内側 核 の全投

射域 に広 がる ことはないが,比 較的弱 い変性がかな

りひろ く広 がるこ とが注目 され る.

背 内側核の皮質投射 線維 は一般 にかな り細 く,そ

の皮質終末の分布 に関 しては原則 的に はいずれの例

も同様で ある.す なわち これ らの線維は主 として第

4層 および第3層 の深層 に分布 す るが,第5層 お

よび第6層 で も終 末が見 られ る.ま た第1層 の表

層で も少数の線維終末 が見 られ る.特 に第1層 の終

末 は背 内側核破壊例の前頭葉 では他 の視床 核破壊例

にお けるよ りもわずか に多 いよ うに思 われ る.

結 語

著者は ネコの視床 背 内側核の皮質投射 をNauta-

Gygax法 お よびFink-Heimer法 を用いて研究 した.

背内側 核は内側 部,外 側部,背 側部 および腹側部 に

分かたれ る.そ の皮質 投射域 は外側面皮質 では舟状

回 とSylvius前 溝の下壁 に広 が り,内 側面皮質 では

舟状 回か ら背側 方は分野6の 下端 に及 び,ま た後方

は前辺縁部 の前 部に広が る.背 内側核の強 い皮質投

射 には明 らかに前後の方向 に局在性 がある.背 内側

核 の各部 か らの皮質投 射域に は非常 に強 い重 な り合

いがあ るが,背 内側 核の内側部お よび背側部の傷 の

例 では著 明な皮質変 性域は前頭葉 内側面皮質か ら外

側面皮質 におけ る舟状 回の腹 側端部 にかけて見られ,

これに反 し背 内側核 の外側 部 および腹側部 の傷 の例

では著 明な皮質変性域 は舟 状回の外側面の背側部 お

よびSylvius前 溝の下壁 に認 め られる.こ のこ とは

背 内側核 の著 明な皮質 投射 には内外側の方 向に局在

性 があ ることを示 唆す る.内 側部(背 側 部 を含 む)と

外側部(腹 側部 を含 む)の著 明な投 射域の境界 はほぼ

前嗅溝 およびその前方延長 部 に相 当す る.背 内側核

の皮質投射 の背腹側 の方向に おける局在性 は認 めが

たい.背 側部 および腹側部 の お もな皮質投射域 を正

確 に決定す る ことは困難 で あるが,背 側部 は主 とし

て前頭葉 の内側 面 と外側面の境界部(前 下縁)に 投射



ネコの視床背内側核の皮質投射に関する実験解剖学的研究　 221

す る傾向が ある.背 内側核 は以上 のよ うな強い局在

性皮質投射 をなす と同時 に,弱 い汎性皮質投射 を行

な う.す なわ ち傷 が一定 の大 きさ以上で あれば,背

内側核はその どの部分 の破壊 によって もその部位 に

応 じた強い皮質変性 を起 こす と同時に,背 内側核の

投射域の大部分 に広が る散在性の皮質変性 を示 す傾

向が ある.

稿 を終 えるにあたって懇切な御指導 と御校閲を戴いた

新見教授に心から感謝いたします.
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The present study attempts to clarify the cortical projection of the dorsomedial thalamic 
nucleus with the use of the Nauta-Gygax and Fink-Heimer methods. The dorsomedial nucleus 
is composed of dorsal, medial, lateral and ventral parts. Its cortical projection areas are the lateral 

prorean cortex and the lower bank of the presylvian sulcus, as well as the medial frontal cortex 
extending from the prorean gyrus to the cortical part just ventral to area 6 dorsally and to the 
rostral portion of the anterior limbic region caudally. Although there is an apparent overlap 
between the cortical projections from the different parts of the dorsomedial nucleus, the dorsa 
medial nucleus projects to the frontal cortex in a topical manner anteroposteriorly. In cases with 
lesions in the medial and dorsal parts, marked cortical degeneration is found in the medial 
frontal cortex and the ventral portion of the lateral prorean cortex, whereas in cases with lesions 
in the lateral and ventral parts marked degeneration is detected in the dorsal portion of the 
lateral prorean cortex and the lower bank of the presylvian sulcus. This suggests that there is 

a mediolateral organization in the cortical projection of the dorsomedial nucleus. The boundary 
between the marked projection areas of the medial (and dorsal) and the lateral (and ventral) 

parts may be represented by the anterior rhinal sulcus and its rostral extension. No evidence 
of a topical organization in the dorsoventral direction is found in the cortical projections 
of the dorsomedial nucleus. In addition, it is difficult to determine to which area of the frontal 

cortex the dorsal or ventral part projects. However, the dorsal part tends to send fibers largely 
to the anteroinferior margin of the frontal lobe. Each part of the dorsomedial nucleus may be 
said to have both localized and diffuse projections to the frontal cortex. That is, if the lesion 
is not so small, the localized lesions anywhere in each part of the dorsomedial nucleus tend to 

cause diffuse scattered degeneration in almost the whole extent of the cortical projection area 
of the dorsomedial nucleus, in addition to dense localized degeneration which varies with the 
site of the lesion.


