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第1章　 緒 言

1942年 か ら1943年 にか けて, Morison, Dempsey

が,ネ コにお ける実験 か ら,視 床核 は,大 脳皮質 に

たい して限局 的な投 射を有す る特殊 系 と,広 汎な 皮

質投射を有 し特殊系 とは全 く異 なる生 理的特性 を示

す非特殊系 に大別 され ることを報告 したが,そ れ以

来,視 床 の生理,こ とに,い わゆ る"Thalamocortical

 relation"に つい て,実 験動物 を用 いた,多 数 の 興

味 ある研究 が行なわれて きた.

一方, 1948年 , Spiegel, Wycisが 不 随意運 動症患

者 にたいす る定位 脳手術を創始 した ことによ り,ヒ

トの規 床に関 して も,画 期 的な直接 的研究 手段 を獲

得 す ることになつた.そ して近 来の定位 脳手術 の普

及 に ともな い.ヒ トの視床,こ とに"Thalamocortical

 relation"に つ いての研究 報告が,文 献上散見 され る
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よ うになつた.ま た最近は,誘 発 反応 を用い る生 理

学 的研究 に電子計算機 が応 用 され るよ うにな り,従

来の単 な る脳波上の観察 のみでは促え得 なかつ た微

細 な反応 まで正確 に把握 で きるよ うにな り,誘 発反

応の研究 は一段 と進歩 しつ つあ る.

さて,従 来 の ヒ トの視床 の生理機構 に関す る解釈

は,大 部分 ネ コおよびその他 の実験 動物か ら類推 あ

るいは演繹 した ものが多い.ヒ トは実験 動物 に比べ,

非常 に高 次の精神 活動や,よ り複雑 な運 動,感 覚機

能 を有 してお り,し たがつて,そ の視床 生理機構 も,

実験 動物 とはお のずか らかな り異 なる点 があ るので

はな いか とい う ことは,容 易 に類推 で きる.

本研究 では,ヒ トと実験 動物(ネ コ)と について,

視床核刺激 によ る皮質誘発 反応 を比較検討 し,い わ

ゆ る"Thalamocortibal relation"と い う点 で,ヒ ト

と実 験動物(ネ コ)と では,か な わ異な る生理 機構

を想 定 しな けれ ばな らない とい う結果を得 たので こ

こに報告す る.

第2章　 実験方 法

第1節　 ヒ トの視 床核刺激 による皮質誘発反応

第1項　 対 象

昭和43年2月 か ら昭和44年12月 までの期間に,岡

山大学脳神経外 科に入 院,定 位脳 手術を うけたパ ー

キ ンソニズム患者 の61名,頑 痛症患者の7名 および

ジス トニ ア患者 の1名 を研究対 象 とした.

パ ーキ ンソニズム患 者の61名 は,前 記期間中 に定

位脳 手術を うけたパー キ ンソニズ ム患者 の うち,自

律神経 症状,精 神症状 の強 い症例,す な わち重症度

の高 い症例 を除外 し,あ る程度以上 の正常の精 神,

運 動機能 を残 してい る症 例のみ を選 択 した ものであ

る.こ れ らの61名 のパ ーキ ンソニ ズム患 者の うち,

 6名 は両 側手術 を うけたが,第1回 手 術のみを研究

対象 とし,反 対側 手術時 に得 られ たデー タは,今 回

は除外 した.性 別分布 は,男41名(67%),女20名

(33%)で,年 令分布 は, 20-29才3名, 30-39才

6名, 40-49才17名, 50-59才22名, 60-69才13名

(最低22才,最 高69才)で,平 均年 令は52.3才 であ

つた.こ れ らの症例 は,刺 激実験後,刺 激 と同 じ部

位の高周波 凝固に よる破 壊で対応側 の振 戦および筋

強剛は消失 ない し著 明に改善 された.

図1　 定 位 脳 手 術 風 影

視床核 刺激は パー キン ソニズ ム患者.頑 痛症な どの定 位脳手術 中に行

なわれた.

また,頑 痛症 患者7名 は全例 男性 で,年 令は25才

か ら69才 にわ た り,平 均年令 は58才 で あつ た.そ し

て,こ れ らの症例 はすべて,刺 激部位の高周波 凝固

によ る破壊で,著 明な症状の改善 すなわ ち頑痛か ら

の解放 がみ られ た.

な お,こ れ以外 に刺 激針が前腹側核 に偶然入つた

ジス トニア患者 の1例 を研究対象 と した.

第2項　 実 験方法

(A) Target point (腹外側核,正 中中心 核,前

腹 側核)の 決定

視床 腹外側核Nucleus ventralis lateralis (以後VL

核 と 略 す)刺 激 は,パ ー キ ンソニズム患者 の61例

につ いて,正 中 中心 核N. centrum medianum (以

後CM核 と略す)刺 激は頑痛

症 患 者 の7例 で,ま た,前

腹 側核N. ventralis anterior

 (以後VA核 と略す)刺 激 はジ

ス トニア患者 の1例 につ き,

そ の定位 脳手 術中 に行 なつた

(図1).な お,こ れ らの 定

位脳 手術は,す べて局麻 にて

行 ない,患 者 は常に完全な覚

醒状 態に あつ た.

患者 は坐位で,ま ず腰椎穿

刺 によ り脳室 内に空気50cc注

入 後,仰 臥位 と し,頭 部を松

本式定位 固定装 置に固定後,

正中か ら右外耳孔 にいた る冠

状 縫合上 に真径0.5mmの ス

テ イ ンレス ・ステ ィールの ワ

イヤ を粘 着 させ た後,気 脳写
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を行なつ た.気 脳写 は前後およ び側

面の2方 向で行 ない,こ の2枚 のフ

ィルム上 でtarget pointを 決 定 し

た.

視床VL核 は,気 脳 写側面像で,

前 ・後交連 を結 ぶ線の中点か ら2-

3mm上 方 で, 2-3mm後 方 と した

が, Monro-pineal line, Monra-am-

biens lineも 参考 とし,総 合 的 に判

定 した.ま た前 後像 では第Ⅲ脳室正

中か ら11-14mm側 方を 目標点 と し

たが,第 Ⅲ脳室 の著 しい拡 大の ある

場合 には,さ らに2-3mm外 側を 目

標点 とす る場合 もあつた(図2).

CM核 は,気 脳写側 面像 で,後 交

運 より4mm前 方,前 ・後交連を結

ぶ線 よ り2mm上 方 で,前 後像では

正 中よ り6-8mm外 側 を 目標点 と し

た.

VA核 刺激の1例 は,ジ ス トニア

患者の定位脳手術 中偶 然同核 に刺激

針が入 り,手 術 後Schaltenbrand &

 Baileyの 図譜1)を 参照 し, VA核 と

判定 され たもの である.

(B) 刺激お よび記録方法

冠状縫合上で正中 よ り4.5cm側

方で穿頭 し,こ れ よ りVL核, CM

核 に向つて刺激針 を導入 した.

刺激針は長 さ28cmで 直径1.5mm

の外筒内 に,さ らに細 い内筒を有す

る同心双極刺激針を用 い,そ の電極

間距離は0.5～2.5mmの 範 囲内で可変で あるが,通

常は1.5mmで 刺激を行 なつ た.そ の電極 間抵抗 は,

使用時で常 に30-50kΩ で あつた.刺 激 は,日 本光

電製MSE-3R型 刺激装 置によ り,巾0.1～0.5msec

の単発刺激お よび低頻度刺激 としては特別 の場 合を

のぞ き6-13c/secの 反復刺激 を用 いた.

頭皮上誘発 反応の記録 は,両 側の前頭 ・中心 ・側

頭 部(10/20電 極法 のF3,4, C3,4, P3,9, T3,4に 相当

す る部位)に 刺 入 した針電極 を用いた.ま た硬膜上

および皮 質上 誘発反応 の記録 は,直 径0.5mmの 銀

ボール電銀 を用 い,冠 状縫合上 に もうけた穿頭 部の

硬膜上 および皮質上か ら誘導 した.ま た,皮 質 内誘

導 は,直 径0.5mmで 先 端か ら2mmの 範 囲内に等間

隔で4つ の銀電 極を もつ記録針 を作成 し,穿 頭部の

皮質 内に刺入 し,皮 質 内の4点 か らの誘 発反応 を記

録 した.こ れ ら記 録針の電極 間抵抗 は使用 時です べ

て50-80kΩ の値 を示 した.

図2.　 定 位 脳 手 術 中 の 気 脳 写

A

B

C

D

A, B:刺 激 針 刺 入 前 の 気 脳 写 一 冠 状 縫 合 に 固 定 され た ス テ ィ

ー ル ・ワイ ヤ が ほ ぼtarget Point (VL核)の 上 を 通 っ て い る 。

C, D: VL核 に 刺 激 針 が 刺 入 され て い る と ころ.

脳 波計は三栄 測器製Model EG 900を 用い,誘 発

反応 はonline方 式,ま たは, TEALデ ー タ ・レコー

ダーに記録 した後再生 し,三 栄 測器製MC-401型 電

子 計算機 または 日本光電製ATAC 501-20型 電 子 計

算機 を用い て,そ の平均加 算波形を 観察 した.な お,

誘 発反応 の加 算回数 は特別 の場合 をのぞ き50回 とし

た.

刺激後 すべての例 で三菱 重工製高 周波凝固装 置を

用 い て,目 標点,す な わち刺激部位(VL核, CM核)

に1分-3分 間 にわ た る温 度60～70度 の加熱 で破壊

巣 を作つ たが,い ず れの場合 も対 応側の運 動お よび
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神経症状の著明な改善がみられ

た.

第2節　 実験動物(ネ コ)の

視床核 刺激に よる皮

質誘発反応

実験 動物 と して は,体 重3kg

か ら5kgの15匹 のネ コ を 用

い, 1mg/kgのSuccinylcholine

 chlorideの 筋 注 に よ り非 動 化

し,気 管内挿管 によ る調節呼吸

を行 ない,頭 部を東大脳 研型脳

定位 固定 装 置に固定 後,両 側の

anterior sigmoid gyrusを 中 心

と して広 く開頭 し,硬 膜 を切開

し,皮 質を露 出 した.

刺激 目標点,す なわ ちVL核,

 CM核 の座 標は, Sniderの 図

譜2)を 参照 して決定 し,刺 激は

巾0.1～0.5msec, 2V-8Vの 矩形 波で,単 発刺激 お

よび5-13c/secの 低頻 度刺激を用 い,直 径0.5mm

の同心双極刺激針 によ り, VL核, CM核 の刺激 を行

なつた.ま た刺激 装置は 日本光電製MSE-3R型 を用

いた.な お,刺 激 後,同 部の高周波凝 固を行 ない,

脳 摘出後剖検 によ り刺激部位の確 認を した.

記録は,直 径0.5mmの 銀 ボール電 極を用 い,両

側 のanterior sigmoid, coronal, mid. suprasylvian

 gyrusよ り誘 導 した.こ れ らの刺 激 針 お よ び記 録 電

極 の電 極 間 抵 抗 は,使 用 時 で す べ て40-60kΩ の値

を 示 した.

脳 波 形 は 日本 光 電 製ME-132B型 を用 い,デ ー タ

・レ コー ダー お よ び 電 子 計 算 機 は ヒ トの 実 験 の場 合

と 同一 の もの を 用 い た(図3).

図3.　 ネ コ に お け る 実 験 風 影

刺激方法,条 件 および記 録方法を 可能なか ぎ り,ヒ トに おける実験にち

かずけ るよ う試 みた.

図4.　 ヒ トのVL核 の弱 い単発刺激に よる脳波上誘発反応

刺激側 のみ の中心 ・前頭部 に低振 巾の誘 発反応が みられた.

第3章　 実験成績

第1節　 ヒ トの視床腹外側

核単発 刺激 による

皮質誘 発反応

第1項　 両側性誘発反応 に

ついて

脳波上,誘 発反応が全 く認

め られない弱 い刺 激か ら,徐

々に刺激電圧を あげてゆ くと,

は じめに刺激側 の中心 部およ

び前頭 部 に,次 いで反対側の

中心 部に誘発反応 をみ るよう

にな り(図4),さ らに 強 い

刺激 では,中 心 ・前頭部 に優

位 で,側 頭部誘 導をの ぞいて

明 らかに両側性 の広汎な分布

を もつ誘反応が み られ た(図

5).こ れを脳波 上で 詳 し く

観察 す ると,誘 発反応 は,刺
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図5.　 ヒ トのVL核 の強い単発 刺激に よる脳波 上誘発 反応

中心 ・前頭部に優位 で側頭部誘導 をのぞいて明 らか に両側性 の誘発 反応がみ られ た.

図6.　 ヒ トのVL核 の単発 刺激に よる両側 性誘発反応(中 心部誘導 での観察)

明らかな両側性 の3峰 陰性波 が誘 発 され.こ れ ら3つ の陰 性波を仮に第 Ⅰ陰性波

第Ⅱ(陽)陰 性波,第 Ⅲ陰 性波 と 称 した.第 Ⅰ陰性波 のPeak fimeは 約10msec.

第 Ⅱ(陽)陰 性波 の陰 性相 のPeakは 約50msec.第 Ⅲ陰性波 のそれはほぼ80-100

msecで あ った.

激のartefactに つ づ く陰 性波 および これ につづ く

2つ の大 きな陰性波 か らな り,い わゆ る3峰 陰性 波

を呈 してい る.ようにみえ た.こ の誘発反応 の波形 を

さらに詳 し く検討す るため に,中 心 部誘導 におけ る

誘発 反応 を,コ ンピュー ター によ り加 算 し,そ の波

形 につ いて観 察 してみ ると,脳 波上 でみ られ たと同

様の3峰 陰性波 が明 らか にみ られ た.そ こで,こ れ

ら3つ の陰性 波を仮 に第 Ⅰ陰性波,第 Ⅱ(陽)陰 性

波,第 Ⅲ陰性波 と呼ぶ ことにした(図6).第 Ⅰ陰

性波 のpeak timeは 約10msec,第 Ⅱ(陽)陰 性 波

の陰性相 のpeak timeは 約50msecで あ り,こ れ ら2

つ の 陰 性 波 のpeak timeは,ど の例で もほぼ一 定
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であつた.第 Ⅲ陰性波のそれ は, 80-100msecで

あ るが,脳 波 のbackground activityに よ り動 揺

や しすい とい う特徴を示 した.こ の誘発反応 は,

側頭 部誘 導をのぞ いて,中 心 ・前頭 ・頭頂 部では,

ほぼ 同一 の波形 を呈 し(図7),し か も,刺 激反

対側 でわずか に低振 巾 で は あ るが,各 陰 性 波の

peak timeに 左 右差 は ほ とん どみ られず,刺 激電

圧 を変 えた場合 で も,そ の波形は ほぼ同一 で あつ

た.

図7.　 ヒ トのVL核 の単発 刺激に より頭皮上 各部位 でみ られ る誘発 反応

誘発 反応は,側 頭部誘 導をのぞい て,前 頭 ・中心 ・頭頂部 では,ほ ぼ同様

の波形 を呈 した.

さて,つ ぎに,中 心部 誘導 で脳波上誘 発反応 が

明 らか に認 め られ る程度 の強いVL核 刺激 か ら徐

々に刺激電圧 を低 くしていつ て,そ の誘発反応 を

脳波上お よび コンピュー ター加 算波形で詳 しく観

察 した ところ,ま ず,は じめ に脳 波上で誘発反応

が み られな くな るが,こ の よ うな場合で も,そ の

加算波 形では,明 瞭な誘発反応が み られ,そ の波

形 は,強 い刺激 の場合 とほぼ同 様であつた.さ ら

に刺激 を弱 くしてゆ くと,こ の誘発反応 は,刺 激

側,刺 激反 対側 と もほ とん ど同時 に消 失 し,刺 激

側のみ に誘 発反応 のみ られ るような刺 激条件は全

くみ られなか つた.こ のよ うに コ ンピュー ター加

算波形 で誘発反応 のみ られ る場合 には,そ れは必

ず両 側性反応 であつた.す なわ ち,脳 波上 の観察

では,一 見 刺激側 のみの片側性 誘発反応 しか み ら

れない よ うな場合 で も,そ の加 算波形 では,明 ら

か に両 側性 の誘発反応が み られ,ご く低 振 巾の誘

発反応 のみ られ るような場 合で も,そ れは必ず両

側性反応 であつ た(図8).

図8.　 ヒ トのVL核 単発刺 激の強 さと誘発 反応の波形

(脳波 上お よびコン ピューター加算波形 に よる観察)

刺激を徐 々に弱 くしてゆ くと,ま ず脳 波上 で,刺 激反対

側 の誘発 反応がみ られ な くな るが,コ ン ピューター加 算波

形では.明 らかな両側 性の誘発 反応が みられた.さ らに刺

激を弱 くしてゆ くと,こ の誘発 反応は,あ る一定 の強 さの

刺激の とき,両 側 とも,ほ とん ど同時 に消失 した.
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このよ うに して,種 々の刺激条件で, 61例 のパ ー

キ ンソニ ズム患者の定位脳 手術中,そ の誘発反応 の

観察を行なつたが,そ の うち,は じめの50例 につい

ての結果を まとめる と(図9),図 の如 くであ る.

図でみ るように, 10V以 上 の強い刺激で は,多 くの

,場合,脳 波上 で両側性 の誘発反応 が み られ た が,

 5V-8V程 度の刺 激で は,脳 波上,一 見 刺激反対

側では誘発反応 はみ られず,刺 激側 のみの片側性 と

思 われ るよ うな反応 がみ られ た.し か し,こ れ を コ

ンピュー ターで加算 して検討 した波形 では,明 らか

に両 側性の3峰 陰性波 がみ られ た.ま た この加算波

形 によ る観察で は,脳 波 上全 く誘発反応 の認 め られ

図9.　 ヒ トのVL核 単発 刺激の強 さと両側性誘発 反応 出現の頻度

脳波上 の観察では, 8V程 度 の刺激電圧で も刺激側 のみに しか誘発 反応 のみ られ ない場合

が しば しばあるが,コ ン ピュー ター加算波 形では,多 くの場 合3V程 度 の ご く弱 い刺激 で,

すでに両側性 の誘発 反応がみ られた.

●: bateral potential, ■: ipsilateral potential, × …no evoked potential, ▲: bilateral

 potential in computer (no evoked potential in EEG)

図10.　 ヒの トVL核 単発 刺激の極性 の逆 転 と第 Ⅰ陰性波

刺激 の極 性を逆転 させた場 合で も,刺 激のartetactに つづい て明らかな陰性波 がみ られ た(矢 印).



302　 難 波 真 平

ない3V程 度 の ご く弱い刺激 で も,す で に明 らか に

両 側性 の誘発反応が み られた.な お,図 でrecruiting

 responseと 記 した2例 では10V以 上 の強い単発刺激

を行なつた場合 で も誘発反応が全 くみ られず,低 頻

度 刺激に よつ ては じめて,漸 増反応様 の誘発反応 を

認 めた特殊 な例 で,こ れ につい ては後 述す る.

第2項　 第 Ⅰお よび第Ⅱ(陽)陰 性波 についで

(A) 頭皮上 および皮 質上記録 による観察

前項 で述べ たよ うに,視 床VL核 の単発刺 激によ

り, 3峰 陰性波が誘 発され るのをみ たが,こ の うち

か な り特徴的 と思われ る第 Ⅰお よび第Ⅱ(陽)陰 性波

につ いて検 討を加え た.

まず,第 Ⅰ陰性波 は刺 激のartefactに つづ く陰性

波 であ るが,刺 激 の極 性を逆転 した場合で も,逆 転

前 とほぼ同様の陰性波 が認め られ(図10),両 者 の

peak timeは ほぼ 同一 であつた.ま た, 4例 につ いて,

穿頭部 の大脳 皮質表層 を ご く薄 く電気 凝固 し,凝 固

部位の皮質上 でみ られ る誘 発反応を,正 常部位でみ

られ る誘発反応 と比較検討 してみ ると,凝 固部位で

は,正 常 部位 のいわ ゆる第 Ⅰ陰性波 にたい して明瞭

図11.　 ヒ トの中心部波質表 層を薄 く電気凝 固 した後にみ られ た第 Ⅰ陰性波 の変化

凝固部位 では正常部位 の第 Ⅰ陰性波 にたい して,明 瞭な陽性波 がみ られた.

図12.　 ヒ トのVL核 単 皮刺激 による誘発反応 の潜時

A B

第 Ⅰ陰 性波は,両 側 とも5-6msecと い う短 潜時で誘発 され,そ の潜時に

左 右差は ほとん どみ られ なか った.
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な陽性波が み られ,正 常部位 でみ られ る陰 性 波 の

peak timeと 凝固部位 でみ られ る陽性波 のpeak time

はほぼ一致 した(図11).つ ぎにコ ン ピュー ター で

その掃 引を非 常 に早 くして,中 心 部頭皮上 および硬

膜上で み られ る誘発反応 を3例 について記録 してみ

ると,両 側 と も5-6msecと い う短潜時 で誘 発反応

が は じまつてお り,潜 時 に左 右差 は ほとん どみ られ

なかつた(図12).ま た,別 の3例 で,刺 激電圧 を徐

々にあげてゆ き,中 心部誘導 での誘発反応 を記 録 し

てみ ると,第 Ⅰ陰性波 の振 巾は,刺 激側,刺 激 反対

側 とも3-10Vの 範 囲内では,刺 激電圧 とほぼ比例

的に増 大す るのがみ られた(図13).

図13.　 ヒ トのVL核 単発 刺激の 強 さと

第 Ⅰ陰性波 の振 巾との関 係

第 Ⅰ陰性波の振 巾は, 3-10Vの 範囲 内で

は,刺 激電圧 とほぼ比例的 に増大 した.

さてつ ぎに, 6例 につ いて,刺 激針 をVL核 よ

りさらに深 い部位,す なわ ちForel H野 と思 われ

る部位 か ら徐 々に抜去 しなが ら,中 心部頭皮 上お

よび皮質上での誘発反応 を記録 してみ ると,刺 激

針 が, Forel H野 にある と思われ ると きには誘発

反応 が全 くみ られず,刺 激針がVL核 内に入 つた

と思われ る部位で,は じめて前述 の3峰 性波 より

な る誘 発反応 が あ らわれた.そ して第Ⅱ(陽)陰 性

波 は,刺 激針がVL核 中心部 にあ ると思 われ ると

き,最 も振 巾が大 き く,さ らに刺激針 を抜去 して

ゆ き,そ れがVL核 中心部 よ り15mm背 側,す な

わち視床 をはずれた と思 われ る部位で 消失 した.

さ らに背側,す なわ ち皮質下 白質 内の刺激で は,

著 明な高振 巾の陰陽陰性波 がみ られたが,そ の波

形 は,視 床刺激 の場 合 とは全 く異 な る様相 を呈 し,

第 Ⅱ(陽)陰 性波 は もはや み られなか つた(図14).

また3例 につい て,刺 激電圧を徐 々にあ げて ゆ き,

第 Ⅱ(陽)陰 性波 および第Ⅲ陰性陰性 波の振 巾を測 定

した ところ,第 Ⅱ(陽)陰 性波 の陰性 相お よび第Ⅲ陰

性波 では,刺 激電圧 とその振 巾との間には,第 Ⅰ陰

性波 にみ られ たよ うな比例 的関係 はみ られ なか つた

(図15).

(B) 皮質 内記 録によ る誘発反応 の観察

5例 について穿頭 部の中心部皮質 内に粗大記 録電

極 を挿 入 し,同 側視床VL核 刺激 によ る皮質表 層お

よび皮質 内各層か らの誘発反応 を同時記 録 してみ る

と,表 層でみ られ るいわゆ る第 Ⅰ陰性波 にたい して,

皮質 内で は明瞭 な陽性 波がみ られ た.す な わち,皮

質 内では第 Ⅰ陰性波 の極性の逆転 がみ られ た.そ し

図14.　 ヒ トの視床お よび皮 質下白質 内におけ る刺 激部位

と誘 発反応の波 形の変化

Forel H野 刺激では,誘 発反 応は全 くみ られず,刺 激

針が視床 内に入 ったと思われ る部 位で,は じめて誘発

反応 がみ られた.ま た,第 Ⅱ(陽)陰 性波 は, VL核

刺 激で もっとも著 明であ り,刺 激針が視床 をはずれ た

と思 われ る部位 で消失 した.
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て,そ の極性の逆 転は,皮 質 第Ⅲ-Ⅴ 層 と思 われ る

部位 で最 も著明 であつた.ま た第Ⅱ(陽)陰 性波 の陽

性相 および陰性相 も,皮 質第 Ⅱ層付 近で,い わゆ る

"Isopotentialit
y"を 呈 し,さ らに深 層のⅢ-Ⅵ 層で

は,第 Ⅰ陰性 波 と同様 にその極性が 逆転 した.し か

も皮質 内の各 層でみ られ る陽陰陽性 波の各compon

entのpeak timeは,対 応す る表層 の陰陽陰性波 の

peak timeに ほぼ一 致 し,ま た表層 でみ られ る第Ⅲ

陰性 波以後 の成 分 につ いて も,皮 質 深層で は極性 の

逆転が み られた.し か し,第 Ⅲ陰性 波以後 の誘発電

位 につ いては,皮 質 内にお ける極性 の逆転 は不完全

であ り,極 性逆転後 の誘発電位 のpeak timeは 表層

でみ られ る誘発電位 のpeak timeに 必ず し も一 致

してい なか つた(図16).

図15.　 ヒ トのVL核 単発 刺激の強 さと第 Ⅱ(陽)陰 性 波お よび第 Ⅲ陰性波の振 巾

との関係

第Ⅱ(陽)陰 性波 の陰性相 および第Ⅲ陰性波 の振 巾と刺激の強 さとの間 には,

相関関係はみ られなか った.

図16.　 ヒ トのVL核 単発 刺激に よる中心部皮質上 お よび皮質 内誘発 反応

皮質表 層でみ られ る第 Ⅰ陰性波 にたい して,皮 質 第Ⅲ-Ⅳ 層 では明瞭な陽

性波がみ られ,ま た第 Ⅱ(陽)陰 性波 の陽性相お よび陰性相 も,皮 質第 Ⅱ層

付 近で"Isopotentiality"を 示 し,さ らに深 層では,そ の極性が逆転 した.

第2節　 ヒトの視床核低頻度刺激による皮質誘発

反応

第1項　 VL核 低頻度刺激による皮質誘発反応

1側 の視床VL核 をある程度以上の電圧で低頻度
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刺激(6-13c/sec)す ると, 61例 中59例 で,中 心 ・

前頭 部に優位 で,側 頭部誘導 をのぞいて 明 らか に両

側性 の分布 を示 し漸増,漸 減す る刺 激反応,す なわ

ち増 強反応が み られた(図17).そ の波形は,刺 激

のartefactに つ づ く小 さな陰性波 と,こ れ に つ づ

く著 明な陰性波か らなつてい る.と ころが61例 中,

 VL核 の10V以 上 の強い単発刺激 を行 なつて,コ ン

ピュー ター加算 を行 なつ た場合 で も,誘 発反 応が全

くみ られなか つた2例 で は,低 頻度 刺激 を行 な うと,

両側性 の広 い分布 を もつ単相陰性波,す な わち漸 増

反応様 の誘 発反応 が み られた(図18).

第2項　 CM核 およびVA核 の低頻 度刺激 によ る

皮 質誘発反応

頑痛症患者 の7例 につ いてCM核 の,ま た,ジ ス

図17.　 ヒ トのVL核 低 頻度 刺激に よる増 強反応

中心 ・前頭部 に優 位で,側 頭部誘 導をのぞい て明らかに両側性 の増強反応が みられた.

図18.　 ヒ トのVL核 低 頻度 刺激に よる漸増 反応 様誘発 反応

A B C

VLの 単発 刺激 では全 く誘発 反応が みられず,低 頻度 刺激を行 な っては じめて漸

増 反応様の誘発反 応が み られ る場合が稀 にあ った.
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トニ ア患者 の1例 でVA核 の低頻度 刺激を行 なつた.

 CM核 刺 激で は頭頂 部に, VA核 刺激で は,中 心 ・

前頭部 に優位 で両 側性の広 い分布 を もち,振 巾が 漸

増,漸 減す る単相 陰性波,す なわち明 らかな漸増反

応 がみ られ た(図19, 20).

第3項　 刺 激の強 さと刺激頻 度 との 関係 について

さてつ ぎに,刺 激の強 さ,お よび頻度 と,増 強反応

および漸増反応 の 出現 との関係 につ いて, VL核 刺

激 の15例(刺 激回 数70回), CM核 刺 激 の7例(刺

激 回数37回)に つ いて種 々の刺 激条件 を用 いて検討

した(図21, 22).図 でみ られ るよ うに,い ずれの

場合 も,一 定 の範 囲内で は,刺 激が強 ければ強い ほ

ど,低 頻度の刺激 で明 らか な増 強反応 および漸増反

応 がみ られ,逆 に弱い刺激 の場 合に は,よ り高頻 度

図19.　 MC核 低頻度 刺激 による漸増反応

頭頂部 に優 位で両側性 の広汎な分布 をも っいわゆ る漸 増反応が みられた.

図20.　 ヒ トのVA核 低頻度 刺激に よる漸 増反 応

中心 ・前頭部に優位 で,両 側性 の広汎 な命布 を もっいわ ゆる漸増反応 かみ られ た.
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の刺激でな ければな らぬ とい う関係 を示 してい る.

この特徴 は, CM核 刺激 の場合に と くに明 らかで あ

り, 5Vと い う弱い刺激 であつて も, 9-15c/secの

反復刺激で明 らか な漸増 反応がみ られ た.こ れにた

い して, VL核 刺 激では, CM核 刺激 の場 合 より も

やや強い8V以 上の強 さの刺激 でな けれ ば,刺 激頻

度をあ げて も増 強反応 はみ られなかつ た.

第3節　 ネ コの視床核刺激 による皮質誘発 反応

ネ コの視床 核刺激 におけ る実 験成績 は,従 来多 く

の生 理学者 に より詳細 に研究,報 告 されて い るが,

こ こで は,本 研究で行 なつた ヒ トの視床核 刺激 によ

る皮質誘発反応 と比較す るため,ヒ トの場合 とほぼ

類似の刺激方 法,お よび記録方 法を用 いて実 験 を行

なつ た.

第1項　 VL核 単 発 刺 激 に よ る皮 質 上 誘 発 反 応

ネ コ の1側 視 床VL核 の 単 発 刺 激 を 行 な い 両 側

のanterior sigmoid gyrus(す な わ ちsensorimotor

 area), coronal gyrus, mid. suprasylvian gyrusか

らの誘 発 反 応 を コ ン ピ ュー ター 加 算波 形 で観 察 して

み る と,刺 激 側 のanterior sigmoid gyrusに 最 も著

図21.　 ヒ トのVL核 刺激頻度,強 さと増強 反応の 出現 との関係

増 強反応は,刺 激が強ければ低頻度 の刺激で 出現 したが,逆 に弱

い刺激では,よ り頻度 の高い刺激で なけれ ば出現 しなか った.

図22.　 ヒ トのCM核 刺激頻度,強 さと漸増反応 の出現 との関係

増強 反応の場合 と同様 に,一 定 の範 囲内では,刺 激頻度 の強 さ と

の間 には反 比例的関係が みられた.
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明でcoronal gyrusに も広が る片 側性の誘

発反応 がみ られ た.さ らに強 い刺 激を行 な

つ た場合で も,誘 発反応の電位 は増 大す る

が,そ の分 布は ほとん ど変 らず, 15Vと い

う強 い刺 激を行なつ た場 合で も,刺 激反対

側 では誘発反応 はみ られなか つた(図23).

図23.　 ネコのVL核 単発 刺激に よる皮 質上誘 発反応(両 側感覚運 動野 で の記録)

刺 激側 感 覚 運 動 野 皮 質 上 で は,刺 激 直 後 の陽 性 波 とPeak time約18msecの 大

きな 陰 性 波 お よびpeak time約80msecの 遅 い 陰 性 波 が み られ た.こ れ に た い し
て,刺 激 反 対側 で は,誘 発 反 応 は み られ な か った .

この 誘 発 反 応 の 波 形 は,刺 激 後200msec

ま で に,刺 激 直 後 の 陽 性 波 と これ に つ づ く

peak time約15-20msecの 大 きな 陰 性 波 お

よ びpeak time 80-100msecの 遅 い 陰 性 波

か らな り(図23, 24)そ の 振 巾 はanterior

 sigmoid gyrusで 最 も大 き く, 3-15Vの 範

囲 内 で 刺 激 電 圧 を 変 え て も,ほ ぼ 同 一 の 波

形 を呈 した.

第2項　 VL核 単発刺 激に よる皮質 内誘

発反応

1側 の視床VL核 の単発刺 激を行 ない,

同側 のanterior sigmoid gyrusの 皮質表層

および皮質 内各層 でみ られ る誘 発反応 を同

時記録 してみ ると,皮 質 内では誘発反応 の

極性 の逆 転がみ られた.す な わ ち,皮 質表

層 でみ られ るpeak time約15msecの 陰性

波 に たい して,皮 質 深層 で は著 明な陽性波

が み られ,両 者のpeak timeは ほぼ 一 致

してい た.ま た表層 でみ られ る誘 発反応 の

図24.　 ネ コのVL核 単発 刺激に よる皮質 上および皮質

内誘発 反応(刺 激側感 覚運動野 での記 録)

皮 質 表 層 で は,刺 激 後200msecま で に,刺 激 のartefact

に つ づ く陽 性 波 お よ びPeak time約15msecの 陰 性 波,

 Peak time約100msecの 遅 い 陰 性 波 が み ら れ た .ま た,

皮 質 深 層 で は,表 層 のPeak time約15msecの 陰 性 波 に た

い して,著 明 な 陽 性 波 が み られ た .
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うち遅 いcomponentに つ いて も.皮 質 内では極性 の

逆転がみ られ た が,そ れ らのpeak timeに は 多少

のずれがみ られた(図24).

図25.　 ネ コのVL核 低頻度 刺激に よる増強反応(両 側感覚 運動野 での記録)

刺激側 の感覚運動野 では,明 瞭な増強反応 がみ られ なか ったが,刺 激反対

側 では,誘 発 反応は全 くみ られ なか った.

第3項　 CM核 単発刺激 による皮質 誘発反応

1側 の視 床CM核 の単発 刺激を行な い,そ の皮

質誘発反応 を,脳 波上 および コンピュー ター加 算波

形 で観察 したが, 10V以 上 の強 い単発刺激を行 なつ

た場合 で も,明 らかな誘発反応 はみ られなかつ た.

第4項　 VL核 低頻 度刺激 によ る皮質誘発反店

1側 の視床VL核 の低頻 度刺激 を行 な うと,単 発

刺激の場合 と同様の分布,す なわ ち 刺激 側 のante

rior sigmoid gyrusに 優 位 でcoronal gyrusに も広

が る片側性 のいわゆ る増強反応 がみ られ た.こ の増

強反応 は, 6-13c/secの 範 囲内で刺激頻度 をあげ,

同時に刺 激の強 さを増 した場合 で も,そ の皮質 上分

布 は刺 激側のみ に とどま り,刺 激反対側 には全 くみ

られなかつた(図25).

第5項　 CM核 低頻 度刺激 によ る皮質誘発反応

CM核 の低頻 度を刺 激行な うと, anterior sigmoid

 gyrusに 優位で, coronal gyrus, mid. suprasylvian

 gyrusに も広が る両 側性で広汎 な分布 をもつ 単相陰

性波,す なわ ち明 らか な漸 増反応がみ られた.

第4章　 考 按

第1節　 動 物 実 験 に よ る"Thalamocortical

 relation"の 研 究に関す る歴史 的 展 望-

Morison, Dempseyに よる特殊系,非

特殊系 の理論 とその批 判

1942年Morison, Dempsey3)4)5)6)7)は,ネ コ に お

ける実験 成績か ら,視 床 には全 く異な る生 理学 的特

性を もつ 特殊系 と非特殊 系 とい う別 個の系が存 在 し,

前者 は① 同側の感覚運 動野皮質 にたい して限 局性 の

投射 を有 し② この系 の単発刺激 を行な うと,同 側 の

感覚運動 野皮質上で は, 3-4msceと い う短 潜 時 の

著 明な陽陰性波が誘 発 され③ 低頻 度刺激 では,い わ

ゆる増 強反応が み られ ることが特徴で あ るとしてい

る.ま た,後 者 においては① その単発刺 激では皮質

上 での誘発反応 はほ とん どみ られず② 低頻 度刺激 を

行 なつては じめて,両 側皮質 に広 が る広 汎な分布 を

もつ漸増 反応が み られ③ この漸 増反応 は20-35msec

とい う長潜時の単相 陰性波で ある と述 べてい る.そ

して漸増 反応が,ネ コの軽麻酔 時 にみ られ る自発紡

錘波 と酷似す る波形 お よび頭 皮上分布 を呈す る こと,

また同一の動物 では,両 者 の出現は競合 す ることな

どか ら,漸 増反応 は 自発紡錘 波 と同一 の生理機構 を

有 す るものと した.

すでに古 くか ら,視 床は脳 波 のpace-makerと し

て,そ の生理 的機能 が注 目 さ れ て い た が, 1941年

Adrian8)が,末 梢感覚 受容器 の単一 刺激 で,視 床感

覚中継核 および大 脳皮質 か ら,比 較 的安定 した持 続

的なspike dischargeが み られ る ことを報告 して お

り,中 枢 神経 系の電気 生理的活動 において,視 床は

重要な生 理学 的意味 を有す る もの として注 目され た.

この よ うな時代を 背 景 と して, Morison, Dempsey

の提 唱 した視床特殊 系,非 特殊 系 とい う新 らしい概

念 は,い わゆ る"Thalamocortical relation"に 関 す

るその後 の膨大 な実験 的研究の契機 となつ た.視 床

の特殊系 に関 して は,視 床皮質 間の線維連絡 に関す
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る解剖学 的証明 もあり理解 しやすい ものであつ た.

ところが非 特殊系 という新 らしい概念 は,そ の後の

検 索で は,多 くの実験 的研究を要 す る複 雑な生理学

的 内容 を含む ものであつた.

まずMc Lardy9)は,視 床の非 特殊系か ら皮質 に

い た る投射線維が 証明 されてい ない とい う解 剖学 的

根拠 によ り,独 立 した非特殊系 が存 在 す る とい う

Morison, Dempseyの 概 念 を 否 定 した が, Jasper

ら10)の,視 床特殊核 の選択 的破壊 後で も,非 特 殊

核の低頻 度刺激で 明 らかな漸増反応 がみ られ る とい

う生理学 的証明 によ り,視 床非 特殊 系の存在 は,生

理学 的には疑義 をは さむ余地の ない確実な もの とな

つ た.そ の後 は漸増 反応 お よび増 強反応の構成 の生

理 的 メカニ ズムに関す る研究が 中心 となつ たが,現

在 までの ところ,漸 増反応は視床 レベルで構成 され

るが11)12),増 強反応の構成 には,視 床,皮 質 の両者

の関 与 が 必 要 であ る10)12)と考え られてい る.と く

に,"Thalamocortical reverberating circuit"と い う

Changら の概念13)36)は,漸 増反応 および増強反応 と

い う時間的 に変 化する生理現 象を理解す るうえで,

画期的な仮 説で あつ た.

ところで一方, Jasperら10)は,ネ コのVA核 の

単発 刺激を行 な うと, 5-10 msecと い う短潜時 で刺

激 側のanterior sigmoid gyrus, coronal gyrusか ら

明 らか な陽 陰性波が認 め られ るが,こ め部 の低 頻度

刺 激で は, 6-12 msecい う潜時 でみ られ る漸 増反応

様の誘発反応 がみ られ ることか ら,ネ コのVA核 は,

 Morison, Dempseyの いう特殊系,非 特殊 系の い ず

れの定義 に も適 合 しない中間 的な生 理 的特性 を示 す

と考 え,こ の系を"Short-latency diffuse system"と

称 して いる.ま た,い わ ゆる非特殊核 と考 え られて

い る内側核 部,髄 板 内核 な どの低頻 度刺 激で,漸 増

反応 が最 も優位にみ られ る皮 質上部位 は,視 床非 特

殊核 内 における刺 激部位 の移動 に対応 して,明 瞭 に

移 動す る.す なわ ち,非 特殊核 において も,そ の線

維投 射の最 も優位 であ る皮質 上部位 は,か な り限局

的であ るとい う実験 成績 を得 てい る.こ れ らの こと

か ら, Jarperら は, Morison, Dempseyの 述べて い

るよ うに,視 床非 特殊核 は,両 側大脳皮質 にた い し

て広 汎な投射 を有 す るという意 味では"汎 性投射系"

と称 され るべ き もので あるが,そ の投 射の最 も優位

で あ る皮質上 部位 は,か な り限局的で あ り,視 床非

特殊 核 といえ ど,皮 質 との間 に は か な りpoint to

 pointの 関係 を有 し,こ の 意 味 で は"汎 性投射系"

とい う呼称 は不適 当で あると批 判 して い る.

また, Brookhart, Spencer 14)15)16)は,ネ コの視床

特殊核 および非特殊 核刺激 によ る皮質表層 お よび皮

質 内でみ られ る誘 発反応 を,粗 大電極 および微小電

極 を用 いて分析 し, VL核 な どめ特殊核刺 激 によ り

皮質 上およ び皮質 内で一見 明 らか な増 強反応 のみ ら

れ るよ うな場合 で も,こ れ を詳細 に分析 してみれば,

漸増 反応 に特殊 な長潜時 の誘 発電位 を含み,ま た反

対 に, CM核 な どの非特殊核刺 激に よ り漸増 反応 の

み られ る場合 で も,こ れ には増強反応 に特殊な短潜

時 の誘発電位 の含まれて い ることを指摘 し,こ の理

由として,視 床内における豊冨な連合線維の存在ま

た非特殊核 内にみ られ る特殊 系線維 の存在 を重視 し

てい る.さ らに彼等 は,ネ コでみ られ る 自発 紡錘波

について も詳細 に分析 し,こ れを Ⅰ型一増 強反応 型

(陽陰 の2相 性波),Ⅱ 型一 漸増反応型(陰 陽の2

相性波),お よびM型 一両パ ター ンが混在 す るもの,

の3型 に分 類 し,自発紡 錘波 は,まず は じめ に Ⅰ型が

出現 し,そ して出現 の頻 度はM型 が 最 も多 く,純 粋

のⅡ型 は通 常群発紡 錘波の終期 に出現 す るという結

果 を得 てい る.す なわち,自 発紡錘 波は, Morison,

 Dempseyの い うように,漸 増反応 と同一 の 生 理 機

構を有す る とい うほど単 純な ものではな く,特 殊核

-皮 質系 と非特殊系 の両 者の関与 によ つて構成され

ると してい る.

さて, Morison, Dempseyは 前 述 の如 く,視 床 に

は特殊系 と非特殊系 という全 く異な る生理 的特性を

示す別個 の系 が存在す る と一応 定義 したが,彼 等 も

また,こ の特殊系 と非特殊 系が視床 内で関連 な く別

々に機能 してい る と考えてい たのではな く,両 者 の

相互 関係め研究 が"Thalamocortical relatipn"の 究

明 に もつ とも重要 な因子で ある ことをすでに指摘 し

て い るわ け で,動 物 実 験 に よ る"Thalamocortical

 relation"に ついて は,今 後 とも研究す べ き多 くの

問題 を残 して い る.

第2節　 視床VL核 刺激 による皮質誘発 反応 の ヒ

トと実験動物(ネ コ)と の差異 について

動物(ネ コ)で は, VL核 は,代 表 的な特 殊核 に

属す る視 床核 とされて お り,そ の単発 および低頻度

刺激 を行なえ ば,刺 激側 の感覚運動野 に比較的限局

して 皮質誘発反応 がみ られ る.と ころが,ネ コの場

合 とは全 く異 な り,ヒ トのVL核 の単 発 およ び低頻

度刺 激 を行 なつた本研究 では,中 心 ・前頭 部に優位

で,側 頭部誘導 をのぞい て明 らか に両 側性 の皮質誘

発反 応がみ られ るとい う結果 を 得 た.す で にHa

sslerら17)は,ヒ トのVL核(Ventrooralis anterior,
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Ventrooralis posterior)の 単発 お よび低頻度刺 激 に

よる誘発反応 を脳波 上で観察 し,あ る程度以上 の強

さの刺激 では,中 心 ・前頭 部 に優位 で,刺 激側 よ り

もやや低電位 ではあ るが,刺 激反 対側に も広が る誘

発反応,す なわ ちわれ われ とほぼ同様の両側性誘発

反応 を認めてい る.ま た, Adey, Walterら18)19)も,

ヒ トの1側VL核 の低 頻度刺激 に よ り,反 対 側 の

VL核 内および頭皮上か ら,刺 激 側頭皮上 とほぼ同

様 のrecruiting-like response (Adeyら は,あ え て

recruiting-like responseと 称 し て い るが,そ れ は

augmenting responseと 解 され る)を 得 た と述 べ て

お り,さ らにErvinら20)も,視 床特殊核 の1つ と考

え られてい るヒ トの腹側後外側核(Nucleus ventralis 

posterolateralis)の 単 発お よび低頻度 刺 激 に よ り,

両側性 の皮質 誘発反応を観察 してい る.こ の よ うに

すでに文献上では,ヒ トのいわゆ る視 床特殊核刺激

によ り,両 側性の誘発反応 を得 た とす る報告 は散見

され るが,い ずれ も系統 的な詳 しい実験 的検 討は行

なわれて い な い.す な わ ちHasslerら17), Adey,

 Walterら18)19)あ るい はErvinら20)は,す べ て,

刺激反対側でみ られ る誘 発反応 は,刺 激点 が非特殊

核,ど くに髄板内核 の近傍 に存 在す るために,刺 激

が非特殊核 にも波及 し,刺 激反 対側 にも誘発反応 が

み られたので あろ うとの推 論に とどま り,刺 激 反対

側でみ られ る誘反発応 についての詳 しい理論 的,実

験的検 討は行なつて いない.

本研究では,ヒ トの1側 視床VL核 の単発刺激 に

よつて, 5-6msecと い う短潜 時であ らわれ る両 側

性の誘 発反応をみて お り,ま た,刺 激 を徐 々に弱 く

していつて,脳 波上一見刺 激側の みの片 側性 の誘発

反応 しかみ られな くなつた ような場合 で も,そ の加

算波形を詳細 に検討 してみ ると,常 に両 側性 の誘発

反応がみ られ,し か もその波形は強 い刺激 の場合 と

ほぼ同様で あ り,さ らに刺激を弱 くしてゆ くと,こ

の誘発反応 は両側 ともほ とん ど同時 に消 失す ること

を59例 について確め た.す なわ ち1側VL核 の ごく

弱い単発刺 激によ り,コ ンビュー ター加算波形 で ご

く低振 巾の誘発反 応のみ られ る場合で も,そ れは必

ず両側性 反応 であつ たわけであ る.た と えHassler

ら17)のい うように,刺 激 が強す ぎて,非 特殊核 に刺

激が波及 した と仮定 して も,非 特殊核 の生理 的特徴

は,単 発刺 激では ほとん ど誘発反応が み られず,低

頻度刺激 によつて は じめて20-40msecと い う長潜

時の漸増 反応がみ られ るとい う ことであ るか ら,単

発刺激に よつて,刺 激反対側 で も刺 激側 と全 く同 じ

波形 を呈 し, 5-6msecと い う短潜時 では じ ま る誘

発反応を記 録 して いる本 研究の実験結果 は,非 特殊

核 に刺激効 果が波及 したため とい う説 明は妥当 でな

い.こ のよ うな ことか ら,ヒ トのVL核 は,そ れ 自

体の単発刺 激に よつて,両 側性皮質反応 が誘発 され

る ものであ ると考え ざ るをえな い.と ころで前述 し

た よ うに, Morison, Dempseyが,ネ コの視 床特殊

核 は,限 局性の皮質投射 を有 し,そ の単発 刺激 では,

同 側の感覚運動野 に比較的限局す る誘 発反応が み ら

れる とし,し か も視床 のVL核 は,そ の代表的 な も

の として,そ の後多 くの生理学者 に より,こ の事実

が追試,確 認 されてい る.と ころがヒ トのVL核

は,こ の よ うに,ネ コの場合 とは全 く異な る生 理学

的特性 を もつ ことが 明 らか となつた.

第3節　 ヒ トの視床VL核 単発 刺激に よる第 Ⅰ陰

性波の存在 とその意義

先 に述 べた よ うに,ヒ トの1側 視床VL核 の単発

刺激 によ り,明 らか に3峰 の陰性波 を もつ皮質誘発

反応 がみ られ るが,刺 激のartefactに つづ く最 も

短潜時 の陰性波,す なわち第 Ⅰ陰性波 は,と きに刺

激 のartefactと ま ぎ らわ しい場合 もあ る が,刺 激

の極性 を逆転 してみて も,全 く同様の潜時で 陰性波

が み られ ることか ら,こ れ は明 らかに誘発反応 で あ

る と考え られ る.こ の第 Ⅰ陰性 波は,両 側皮 質表層

で5-6msecと い う短 潜時で あ らわれ,そ の潜時 に

左 右差は ほとん どみ られず,そ の振 巾は刺激 電圧 と

ほぼ比例 的に増 大す る.こ のよ うな短潜 時で あ らわ

れ る誘発反応 は,中 枢神経系 にお ける神経 の伝導速

度 か ら考えれ ば,視 床皮質 間で数多 くめ ジナプスを

作つて いる とは考え られず. VL核 か ら両 側の皮質

にいた る比較 的単純な伝導 路を通 る誘発 反応 であろ

うと考え られる.ま た,皮 質 第Ⅲ層以下 と思 われ る

深 層の皮質 内では,表 層 め第I陰 性波 にたい して,

明瞭な陽性 波がみ られ,そ のpeak timeは 表面陰性

波のpeak timeと ほぼ一致 してい ることか ら,深 層

の陽性波 は,皮 質表層 の陰性電位 にたい して,深 層

がSourceと なつた結果 であ ると考え られる.皮 質

の ごく表層のみ を凝 固 し,そ の部位 か らの誘 発反応

を正常部位で み られ る誘発反応 と比較 してみ ると,

凝固部位 では,正 常部位 の第 Ⅰ陰性波 にたい して,

明瞭な陽性 波がみ られたが,こ れは,皮 質表層 の電

気凝固 によ り,皮 質深層 にお ける誘発反応が, phase

 reversalを 起 さずそ のまま 誘導 された もの であろ う.

このよ うに,ヒ トで 行 なつ た本 研究で は,皮 質表

層 で刺 激のartefactに つ づいて まずあ らわ れたの は
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陰性電位 であ り,こ の陰 性電位は,皮 質深 層で はそ

の極性が 逆転 し陽性波 に転 じ,し か も,こ の深層 の

陽性波 のpeak timeは,表 面陰性波.す なわ ち第 Ⅰ

陰性波 のpeak timeに ほぼ一致 す る.こ の こ とか

ら,第 Ⅰ陰性波は,皮 質 内では シナプスを作 らず,

主 に直接皮質表 層 に達す る神経線維 によ り伝達 され

る誘発電位 ではなか ろ うか と推 定 され る.

ところで現在 の生理学 的常 識に従えば,ネ コで あ

ろ うと ヒ トであ ろ うと,そ の視床VL核 を単発刺 激

すれば,最 も短 潜時で あ らわれ る皮質誘発反 応は,

陽性波 であ ることが期待 され る.こ れ らの点 につい

ては,さ らに詳細 な検討が必要 で あるが,現 在 まで

の本 研究の結果 では,ヒ トとネ コでは,こ の点 で も

差異 が認め られ,こ こで もヒ トとネ コの生理機構 の

差異 を示 唆す る もの と して興味深 い.

第4節　 ヒ トで みられ る第 Ⅱ(陽)陰 性 波 とVL

核刺激 との関係 について

ヒ トの視床VL核 の単 発刺 激 によ り,両 側皮質上

で誘発 され る3峰 の陰性 波の うち,第 Ⅱ(陽)陰 性

波の 陰性相 は,も つ と も著明な陰性波 であ り,そ の

peak timeは 刺激 条件を変 えた 場合で もほぼ一定 し,

 1約50msecで,そ の振 巾は,刺 激針がVL核 中心部 に

あると思 われ るとき最 も大 き く,そ れ が視床 をはず

れた と思 われ る部位で消失 した,こ れ はYoshidaら

21)の , VL核 中心部の刺 激で最 も振 巾が大 き く,こ

れよ り15m背 側 の刺激 で消失す る潜 時30msec,

 peak time約50msecの 著明な陰性波 がみ られ た と

い う結果 とよ く一 致す る.こ の ような こ とか ら,第

Ⅱ(陽)陰 性 波は,視 床刺激 に特殊 な誘発反応で は

なか ろ うか と推 定 され る.

また, VL核 刺激 によ る誘 発反応 を,皮 質 表層 お

よび皮 質内各層 で同時記録 してみ ると,皮 質表層 で

み られ る第Ⅱ(陽)陰 性波の陽 性相 にたい して,深

層で は陰性波が み られ,と くに皮 質第Ⅲ-Ⅴ 層 と思

われ る部位 で その極性 の逆転は最 も著明で ある.と

ころで現在視 床特殊核 か らの皮 質投 射 は,大 部分皮

質 第Ⅲ-Ⅴ 層,と くにⅣ層でaxo-somaticに,ま た,

 axo-dendriticに 終 つてい る ことが解 剖学 的,生 理学

的に証明 され てお り22)23)24),この部 位 には多 くの錐

体 細胞,介 在 ニユー ロ ン(と くにGolgiⅡ 型細胞)

が存在 して い る23)24)25)26)35).

と ころでJasperら27)は,ネ コのVL核 刺激 によ

り,同 側の感覚運動 野皮質表層 では,刺 激 のartefact

につづ く陽性波 およびpeak teak time約15msecの

著明な 陰性波が み られ るが,記 録電極 を徐 々に皮質

内に刺入 し,皮 質各層 か らの誘発反応 を記録 して み

ると,表 層 でみ られ る陽性波 は,皮 質表層 か ら0.8

-1 .2mm以 上 の深 さ,す なわ ち皮質 第Ⅲ層以下 で

は陰性波 にかわ り,と くに皮質 第Ⅳ-Ⅴ 層 でその陰

性波 の振 巾は最大 とな り,ま た皮質 表層で み られ る

著明な陰性波 も,ほ ぼ 同様 の深 さで その極性 が逆 転

す ることをみてい る.ま た同時 に微 小電極法 によ り

詳細 な分析 を行なつた結果 で は,視 床 特殊投射系 が

axo-dendriticな シナプスを作つ て終 つてい ると考 え

られ るⅣ-Ⅴ 層 において は,非 特殊核 刺激 では全 く

spike dischargeが み られず,特 殊核刺激 によつては

じめて,皮 質表層 でみ られ る短潜時 の陽性波 とこれ

につづ く陰性 波の立 ち上 りの部位 に一致 す る潜時で,

著明なspike dischargeの み られ る細 胞群が存 在 す

ることを証 明 してい る.

ところで,本 研究 で用 いた ような粗大 電極法 によ

り記 録 され る誘 発反応 と,微 小 電極法 を用 いた細胞

単位 の電位変動 との相互 関係 について は,多 くの生

理学 的検討が な されて きたが28)29)30)31)32)33)34),脳波

の成 因 とい う根本 問題 に関す る一致 した見解 の確立

され ていない現在,明 らかな解 答は得 られ ない.し

か し誘 発反応 は,神 経細 胞のspike discharge, Pre-

Postsynaptic Potential (PSP)に よつて構成 され る

とい うことは想像 に難 くな く,と くにPSPは 誘発

反応 の重要 な構成要 素で あと考え られてい る28).

これ らの ことか ら,第 Ⅱ(陽)陰 性 波の陽性相 は,

 VL核 刺激 によ り誘 発 さ れ る皮 質 第 Ⅲ-Ⅴ 層 の

presynaptic potential,神 経細 胞のspike discharge

およびExcitatory Postsynaptic Potential (EPSP)

にたい して,皮 質表層がsourceと なつた 結果み ら

れ た もので あ り,ま た この誘発 電位 が,多 くの介在

ニュー ロンやapical dendriteを 伝 わつて,つ い に

表層 に伝達 され る と,表 面陰性 波,す な わ ち第 Ⅱ

(陽)陰 性波 の陰性 相が あ らわれ ると考え られ るが,

この点 について は,さ らに微小 電極法 によ る詳細 な

検討を待 たな けれ ばな らない であろ う.

第5節　 ヒ トで みられ る増強 反応 ・漸増反応 につ

いて

ヒ トでは, VL核 の低頻 度刺激 によつて,単 発刺

激の場合 と同様 の分 布,す なわ ち中心 ・前頭 部に優

位 で側頭 部誘導を のぞいて明 らか に両側性 の増強反

応 がみ られ,ネ コの場 合 とは全 く異 な る頭 皮上分布

を示 した.し か も, 61例 のパ ー キ ンソニズ ム患者に

お ける刺激 実験 中, VL核 の10V以 上 の強 い単発刺

激 によつて も誘発反応 が全 くみ られず,低 頻 度刺激
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にようて は じめて漸増 反応様 の誘発反応を認 め,し

か も刺激部位 の破壊 によつて,術 前著明にみ られ た

振戦 および筋強剛 がほ とん ど完全 に消 失 した2例 を

経験 した. Yoshidaら21)も,パ ーキ ンソニズ ム患者

で, VL核 の低頻度刺激 によ り,両 側性 の広汎な分

布を もつ単相陰性波,す なわ ち漸増反応 様の誘発反

応を呈 し,麻 酔 によつて この両陰性反応 の消失 した

2例 を報告 して い る.こ の ことは,ヒ トの視床VL

核は,条 件 によつて は,と きに非特殊核 的反応 を示

す場 合 もあ りうる ことを示 唆 してい るもの と考え ら

れ る.

このよ うに,ヒ トにおいては,こ れ まで の実験 動

物 によ り検 討 されて きたMorison, Dempseyの 定 義,

あるいはJasperら の実 験成績に も全 くみ られない

特殊 性がみ られ,実 験動物(ネ コ)と は異 なる特殊

な生理機構 を有す るもので あろ うと考え られ る.

第6節　 ま と め

以上述べて きたよ うに,ヒ トとネ コ,お よびその

他 の実験動物 では,視 床核刺激 によ る誘発反応 の頭

皮上分布,波 形な どの点 でか な り異 な る様相 を呈 し,

ヒ トと動物 の視床 生理,と くにいわ ゆ る"Thalamo-

cortical relation"の 差異を示唆す る もの として興味

深い.す なわち,ヒ トのVL核 は,従 来のネ コお よ

びその他の実験動物 か ら定義 され た特殊核 として の

一般的概念 に必ず しも適 合 しない性質 を有 してお り
,

ヒ トのVL核 は,動 物 の場 合よ りもか な り複 雑な生

理機構を有す る ものと考 え られ る.

第5章　 結 語

1) 昭和43年2月 か ら昭和44年12月 まで の間に岡

山大学 脳神経外科で定位脳手 術を うけたパ ーキ ンソ

ニズム患者61例,頑 痛症 患者7例 お よびジス トニ ア

患者 の1例 を研究対象 と し,そ の術中 に,刺 激 針を,

パーキ ンソニ ズム患者 では視床VL核 に,頑 痛 症患

者ではCMに 導 入 し,頭 皮 上,皮 質上 および皮質

内誘 発反応 を,脳 波 および コン ピュー ター加 算波形

で分析 した.ジ ス トニア患 者の1例 は,偶 然VA核

に刺激針が刺 入 され,そ の誘 発反応を観察 す る機会

を得た もので ある.な お,こ れ らの患者 は,刺 激実

験後,刺 激 部位 の高 周波 凝固に よる破壊 によ り,症

状 の著 明な改善がみ られ た.

2) 体重3kgか ら5kの15匹 の ネ コを用 い,そ

の視床VL核, CM核 刺 激を行 ない,硬 膜 上,皮 質

上およ び皮質 内誘 発反応 を観察 した.こ の場 合,記

録方法および装 置は ヒ トで用 いた と同一の ものを用

い,ま た刺 激条件 も,ヒ トの場合 と相対 的に ほぼ 同

一条件 とな るよう努 めた.ま た,刺 激 実験 後,す べ

ての例 で,刺 激部位 の高 周波 凝固 を行 ない,剖 検 に

より,そ の刺 激部位 を確 めた.

3) ヒ トの視床VL核 単発刺激 に よる誘 発反応

a) 脳波上,誘 発反応が全 く認め られ ない弱い刺

激 か ら,徐 々に刺 激を強 くして ゆ くと.ま ず は じめ

に刺激側の 中心部 および前頭部 に,つ いで反 対側の

中心 部に誘発反応が み られ,さ らに強 い刺激 では,

中心 ・前頭部 に優位 で側頭 部誘導 をのぞいて 明 らか

に両側性 の誘発反応が み られた.

b) この誘発反応 を,コ ン ピューター加 算 によ り

詳細 に分 析すれば, 3峰 陰性波が み られ,こ れ ら陰

性波 を,第 Ⅰ陰性波,第 Ⅱ(陽)陰 性波,第 Ⅲ陰性波

と仮称 した.第 Ⅰ陰性 のpea k timeは 約10msec,

第 Ⅱ(陽)陰 性波 の陰 性相 のpeak tameは 約50msec

で あ り,こ の2つ の陰性波 のpeak timeは ほ ぼ 一

定 して いた.こ れ にたい して第Ⅲ陰性波 のそれ は,

ほぼ80-100msecで あるが,背 景脳波 によ り動揺 し

やすい.こ の誘発反応 の波形 は,側 頭 部誘導 をのぞ

いて,ほ とん ど左右差が み られず,ま た,刺 激電圧

を変え た場合 で も,ほ ぼ一定 した波形 を呈 した.

c) 中心部誘導 で,脳 波上誘発反店 が明 らか に認

め られ る程度 の強い刺激か ら,徐 々に刺 激電圧を低

くしていつて,そ の誘発反応 を 脳 波 上 お よ び コ ン

ピュー ター加算 波形で観察 した ところ,脳 波上一見

刺激側 のみに誘 発反応 のみ られ るよ うな場合で も,

コンピューター加 算波形で観察 すれば,刺 激 反対側

で も,刺 激側 よ りやや低電位 ではあ るが,刺 激側 と

ほぼ同一 の波形 を有す る明 らか な誘発反応が み られ

た.さ らに刺激 を弱 くして ゆ くと,こ の両側 性反応

は,刺 激側,刺 激反対側 と もほ とん ど同時 に消失 し

た.す な わち,コ ン ピュー ター加 算波形 で誘発反応

のみ られ た場合 には,そ れ は必 ず両側性反応 で あつ

た.

d) コ ンピュー ター加算 波形 で は,多 くの場合 す

でに3V程 度 の ご く弱い刺激 で,明 らか な両側性誘

発反応が みられた.

e) 第 Ⅰ陰性波 の潜時 は,コ ンピューターを用 い

て計測 したと ころ,ほ ぼ5-6msecと 考 え られ,そ

の潜時 に左 右差 は ほとん どみ られず,ま た,そ の振

巾は, 3-10Vの 範 囲内では,両 側 と も,刺 激 電 圧

とほぼ比例 的に増大 した.

f) 第 Ⅱ(陽)陰 性 波の陰性相 は3つ の陰性峰 の う

ち,最 も著明 なcomponentで あ り,刺 激針がVL核
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中心部 にあ ると思 われ るとき,最 も振 巾が大 き く,

視床 をはずれた と思 われ る部位では,も はや認め ら

れなか つた.

g) 刺激 側の中心部皮質上 および皮質 内誘 発反応

を同時記録 してみ ると,皮 質 上でみ られ る第 Ⅰ陰性

波 にたい して頗 内では明瞭な陽性波が み られた.

すなわ ち,皮 質 内で は,極 性 の逆転がみ られた.第

Ⅱ(陽)陰 性 波の陽性相 および陰性相 も,皮 質 第Ⅱ層

付 近で"Isopotentiality"を 示 した 後,深 層 の Ⅲ-

Ⅵ層 で は,第 Ⅰ陰性波 と同様 にその極性が逆 転 した.

4) ヒ トの視床 核の低頻度刺 激に よる誘発反応

a) VL核 の低頻 度刺激(6-13c/sec)に よ り,

普通,単 発刺激 の場 合 と同様 の頭皮 上分布,す なわ
「ち

,中 心 ・前頭部 に優位 で,側 頭部誘 導をのぞ いて

明 らか に両 側性 の増 強反応 がみ られ た.

b) 61例 のVL核 刺激を行 なつた ものの うち2例

では, 10V以 上の強い単発刺 激を行なつて も,誘 発

反応が全 くみ られず,低 頻度刺 激では じめて漸増 反

応 様の誘発反応 がみ られ た.

c) CM核 の低頻度刺激 では 頭頂 部に, VA核 の

低頻 度刺激 では前頭 ・中心部 に優位 で,両 側性 の広

汎な分布を もつ単相 陰性波,す なわ ち漸増反応が み

られ た.

d) 明 らかな増 強反応 および漸増反 応を誘発 させ

るた めには,一 定 の範 囲内で,弱 い刺 激では頻度 の

高い刺 激が,よ り低頻度 の刺激の場合 は,よ り強い

刺 激で ある ことが要求 された.こ の刺 激頻度 と刺激

強度 との関係 は,増 強反応 の場 合 よ りも漸 増反応 の

場 合に おいて一層 明 らか であつ た.

5) ネコの視床 核刺激 によ る誘発反応

ネ コのVL核, CM核 の単発 および低頻 度刺激 を

行 ない,そ の皮質誘発反応 を観察 したが,そ の実 験

成績 は,従 来 多 くの生理学者 によ り報告 されてい る

.事実 とほぼ同様の成績 であつた.

6) 以上 のよ うな 事 実 か ら, Morison, Dempsey

以後,ネ コお よびその他 の実験動物 で得 られた膨大

な実験 成績 と ヒ トの場合 は,視 床核 刺激 による誘発

反応 の頭 皮上分布,波 形な どの点 でかな り異 なる様

相を呈 し,ヒ トと動物 の視 床生理,と くに,い わ ゆ

る"Thalamocortical relation"の 差異を 示 唆す るも

の と考え られた.す なわ ち,ヒ トの視 床VL核 は,

ネ コお よびその他の実験動物か ら得 られた特殊核 の

一 般的概念 に必ず しも適合 しな い皮質を示 し
,ヒ ト

のVL核 は,動 物 の場合 よ りも,さ らに複雑 な生理

機 構を有す るもの と考 え られ た.

稿 を終るに臨み,終 始 御 懇篤 なる御指導 と御校閲

を賜わ つた恩師西本 詮教授に衷心 よ り感謝を捧げる

とともに,た えず直接 の御指導 と御 助言をいただい

た 当教室松本 圭藏 助教授,大 本堯 史博士に深甚なる

謝 意を表 する.ま た,本 学脳神経外科 教室の諸氏の

御厚 意にも心か ら感 謝いた します.
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Evoked Cortical Responses after the Stimulation of Specific and 

Unspecific Nuclei of the Thalamus of the Human and Cats

By

Shimpei NAMBA

Department of Neurological Surgery, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Akira Nishimoto)

Cortical evoked responses after single or repetitive stimulations of the nucleus ventralis 
lateralis (VL), n. centrum medianum (CM) and n. ventralis anterior (VA) were observed in 
61 cases of parkinsonism, 7 cases of intractable pain and a case of dystonia musculorum 
deformans from February, 1968 to December, 1969. Experimental studies of the thalamic 
stimulations with 15 cats were performed as well and the results were compared with that of 
the human. Evoked responses were analysed with averaging computer technique. Results were 
as followings.

1) Cortical evoked potentials after single stimulation of the VL nucleus of the human 
thalamus.

a) Evoked potentials appeared on the ipsilateral centro-frontal regions with weaker 
stimulation in EEG records. However, the evoked potentials showed clear bilateral distribution 
except the temporal region, predominantly on both centro-frontal regions, with stronger stim
ulation electroencephalogaphically.

b) The evoked potentials of the central site showed clear three negative waves within
 200 msec after the stimulation, that is, the first negative wave (Ⅰ-N) with the peak time

 of about 10 msec, the second (positive-) negative wave (Ⅱ-PN) with the peak time of about

 50 msec and the third negative wave (Ⅲ-N) with that of 80-100 msec with averaging

 computer records. The peak time of the Ⅰ-N wave and the negative phase of the Ⅱ-PN wave

 were nearly constant, but that of the Ⅲ-N wave considerably varied according to the back-

ground activities of EEG. The evoked potentials showed no significant discrepancy between 
right and left patterns, and moreover, they maintained a similar pattern when the stimulating 
voltages were changed.

c) Bilateral evoked potentials were clearly seen with averaging computer technique even 
when evoked potentials were small and hardly identified on the contralateral scalp with EEG 
records. When the stimulating voltages were gradually decreased, the ipsilateral and contra
lateral evoked potentials disappeared approximately at the same time.

d) The latency of the Ⅰ-N wave was measured to be 5-6 msec with averaging computer

 records, and the amplitude of the Ⅰ-N wave increased proportionately with the increase of

 stimulating voltages.
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e) The negative phage of the Ⅱ-PN wave was the most dominant component of the three

 negative waves and the amplitude was highest when the stimulating point was thought to

 be in the center of the VL nucleus, and the Ⅱ-PN wave disappeared when the point was

 outside of the thalamus.

f) Simultaneous recordings of the evoked potentials at the bilateral central surfaces as

 well as several intracortical deep points were performed. Ⅰ-N wave reversed its polarity in the

 depth of the cortex, namely a clear positive wave, whose peak time was corresponded to that

 of the Ⅰ-N wave on the cortical surface, was seen in the depth of the cortex. Positive and

 negative phase of the Ⅱ-PN wave on the cortical surface reversed their polarity after passing

 through so called "The zone of isopotentiality" as well.
2) Augmenting and recruiting responses after low frequency stimulations of the human 

thalamic nuclei.
a) Low frequency stimulation (6-13c/sec) of the VL nucleus of the human thalamus 

usually evoked clear bilateral augmenting responses, predominantly on both centro-frontal 

regions.
b) There were particular two parkinsonian patients who showed no evoked responses at 

single stimulation of the VL nucleus with 10 volts and more but showed clear recruiting-like 
responses at low frequency stimulation of the VL nucleus.

c) Low frequency stimulation of the CM nucleus usually evoked bilateral, wide distributed 
menophasic negative responses, predominantly on both parietal regions, that is, the CM nucleus 
showed typical recruiting responses. Low frequency stimulation of the VA nucleus evoked 
the recruiting responses. with predominant appearance on both centro-frontal regions.

3) Cortical evoked responses after thalamic stimulation of the cats Cortical evoked respo
nses after single or repetitive stimulation of the VL and CM nucleus of the thalamus were 
observed. The results were similar to those reported by many neurophysiologists.

4) It has been discussed in this study that the thalamic nuclei (VL, CM) of the human 
showed quite different physiological character from those of the cats. Consequently, it is 
supposed that the neurophysiological mechanism of so called "The thalamocortical relation" 
of the human brain is quite different from that of the cats. For instance, neurophysiological 
character of the human VL nucleus did not always fit for the specific nucleus as being believed 
universally and the VL nucleus of the human had more complicated neurophysiological 
character than that of the cats.


