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緒 言

胸 鎖 乳 突 筋 及び 僧帽筋は副神経 と頸 神経の二 重

支配を うけてい る.二 重神経支配 をうけてい る筋 は

人体におい てもい くつかの例があるが,ぐ の解釈に

ついては古来議論があつて,二 重神経支配筋 はすべ

て系統 発生上二起源性であ ると考え る説 と,二 つ の

神経の分布領域の競 合にす ぎないとす る説 とが対立

して今にその解決を見ない.一 方 この二筋の二重神

経支 配につ いては主 として刺激実験的根拠か ら頸神

経枝の支配 はすべて或い は大部分知覚性 であ るとい

う説 も有力であつ て問題は更 に複雑化 してい る.著

者は この問題 の解決 に資す る目的を以つて,人 の胸

鎖 乳突筋の筋束構造,筋 内神経分布,家 兎の胸鎖乳

突筋 について支配神経 の刺激実験及び これを切断 し

た後の筋内神経及び運動終板の変性像の分析 を試み

た.家 兎にお ける実験 は未だ完成 して はいないし,

人の胸鎖 乳突筋 につ いても上述の問題を解 決す るに

程遠いのではあるが,観 察 し得た若干の新 しい知見

は問題解決の一資料 とな し得 ると信ず るのでここに

報告す る.

I.人 の胸鎖乳突筋の筋束構造に ついて

1.材 料 と方法

1956年 よ り1960年 にわたる実習屍体62体95側 を使

用 した.そ の うち20側 は胸鎖乳突筋 を全長にわたつ

て取 り出 し,筋 内神経 を追及す ると同時に筋束構造

を明 らか にした.起 始及 び停止の状態 は,取 り出す

前に観察 したが,こ の材料で は筋の神経を出来 るだ

け温存 して切 り出すため に各筋 束毎の起始 と停止を

充分明 らかにな し得ないので,他 の実習屍体 につい

て観察を行ない,又 後述の鎖骨 後頭部の欠如頻度も

別 に実習室で行なつた観察 で補つた.

2.所 見 と考察

胸鎖乳突筋 は最 も簡 単には,起 始に注 目して胸骨

頭 と鎖骨頭 に分け られ,教 科書ではそのよ うな記載

が多 い.併 し古 くか らこれを更に細か く分ける試み

がなされ て い る(Eisler 1912).そ の うちKranse

 1876は この筋 をM. quadrigeminue capitisと 呼 び

Caput sternomastoideum, Caput sternooccipitale,

 Caput cleidomastoideum, Caput cleidooccipitale

の4頭 に分 け た.そ の 後の 記 載 は これ と基 本 的 に は

同 じであ つ て,た だ 胸骨 後頭頭 を胸骨 乳 突頭 に含 め

て3部 とす るか,又 胸骨 乳 突頭 を 更 に浅 ・深2頭 に

分 け て5部 とす るか(Streissler 1900)の 差 違 が あ

るだ けで あ る.諸 教科 書 の記 載 も, 2頭 に分 けて い

る に過 ぎ な い もの を 含め て以 上 の 範 囲を 出 てい な い.

 Streisslerの 命 名は比 較 解 剖学 の 見 地 に立 つ た もの

であ るが, Pearl 1903は 更 に 人 に 破 格 と して 出現

す る ことの あ るM. omocervicalisが 正 常 で は鎖 骨

乳 突 頭 に含 まれ てい るもの と考え て,こ れ を2部 に

分 け,従 つ て 胸鎖 乳 突筋 は6部 か らな る と した.こ

れ ら比 較 解 剖学 によ る分 析 は注 目す るに値 す るの で

あ るけれ ど も,著 者 が実 際 に解 剖 を 行 ない,且 筋 内

神経 分 布 を観 察 した結 果 で はや や 分 割 しす ぎた嫌 い

が あ る.即 ち境 界 を 明確 に 定 め 得な い筋 束 を以 つ て

神経 分 布 記 載 の基準 と はな し得な い の であ る.そ こ

で 著者 はほ ぼKrauseに な らつ て胸 骨 乳突 部(SM).

胸骨 後 頭 部(SO),鎖 骨 乳 突 部(CM),鎖 骨 後 頭部

(CO)の4部 に 分 け て 記 述 す る.但 し後 述の 如 く

SMとSOと の境 界 につ い て は一 般 の記 載 とやや 異 な

る所 が あ る(表2).

胸 骨乳 突 部(SM)は 胸 骨 後 頭 部 に次い で 長 い.

腱 は胸骨 後 頭 部 と共 通 の薄 い腱 板 で(巾1.5cm前

後),胸 骨 柄 の主 と して 前 面 か ら起 る.筋 束 は この

共通 腱 板 の 内側1/2～2/3の 後 面 及 び 内側1/3前 後

の 部分 の 前面 か ら起 つ て,腱 阪を 内側 縁 か ら挾 ん で

い る.筋 束 は上 行す る に従つ て厚 さを 増 し,巾 も僅

か に広 くな るが 停止 部 で は浅 層 の腱 膜 と深 層 の 強 い

腱 と に移 行す る.前 者 は乳様 突 起上 部 の 外面 に 停止

し,後 者 は乳 様突 起 の 前縁 を 前 か ら包 む よ うに その

内外 面 に停止 す る.乳 様 突 起 先 端 に 停止 す る部 は

StreisslerがSternomastoideus profundusと 呼ん

だ もの に相 当す る.こ の 部 は時 と して独 立 し又 屡 々

境界 が 明 らか で あ るとい うが,著 者 は これ を多 少 と
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Fig. 1 Structure of the human sterno

cleidomastoid. (Inner aspect of 

the right muscle.)

SM: Sternomastoid portion

SO: Steruooccipital portion

CM: Cleidomastoid portion

CO: Cleidooccipital portion

も区別 し得 るような境界を見出すことが出来なかつ

た.

胸骨後頭部(SO)は 最 も長 く20cm前 後 に及 ぶ.

筋束は上 述のSMと の共通腱板の前後面か ら起 るが,

前面か ら起 る筋束はSMの 外側に接 し,後 面か ら起

る筋束はSM深 層の筋 束に被われてい る.筋 束は上

行す るに従つて次第に巾を 増 し(中 央部で2cm前

後,厚 さは5mm程 度),乳 様突 起の高 さで腱板に

移行 し, SMの 停止腱板 につづいて乳様部及び上項

線の外側部に停止す る.

この両部 は癒合の程度が強 く完全 に分離す ること

は不可能であ るが,下 部ではSM深 層筋 束 とSOと

の境界 に神経枝が進入す るので常に多少共明 らかな,

外側 に向つて開 く境 界を 認め ることが出来 る. SM

浅層部 とSOと の境界 は,そ のつづき として或る程

度分離可能 であるが,不 明瞭であつて筋表面では全

く癒 合し,停 止腱膜 もまた一つづ きである.

鎖骨乳突部(CM)は 扁 平な 巾1.5cm前 後 の腱

を以つて鎖骨の上面か ら後面にかけて起 る.筋 束 は

この腱板の後面から起 り,胸 鎖乳突筋の深層を他の

筋束 と斜めに交叉 しなが ら上行 し,円 柱状 の強い腱

となつて乳様突起尖端部を挾 んでその内外面に停止

す る.筋 腹 はや や ふ くらんで巾1.3cm前 後,厚 さ

5mm前 後で あるが停止腱 は径3～5mm程 度 とな

る.

鎖骨後頭 部(CO)は 扁平 な やや 弱 い 腱板をもつ

て鎖骨の上面 より起 る.こ の腱板 はCMの 腱板の前

面 に重なつてい るが,こ れよ りもやや外側 にずれて

いる.例 外的 には内側 にずれている場合 もあつて,

かか る例を著者は1例 観察 した.筋 束は起始腱膜の

前面か ら発 し殆んど平行で経過 中筋の巾は殆んど一

様であ る.厚 さは3～5mmで4部 のうち 最 も薄い.

停止部はSOの 後方につづ く腱板 とな り上 項線の中

央部附近 に停止す る.こ の筋の発達の程度 にかなり

変異があ り屡 々欠如す ることは従来記載 されてい る

通 りであつて,多 くは巾6～8mmで あるが屡 々3

～4mm程 度の例 を見た.こ のCOを 破格として出

現す る過剰筋 束とみなす人 もあ るけれども(Testut

 1884. Le Double 1897, Eisler 1912), Streissler

の述べてい る如 く正常に見 られ る筋束であ る.著 者

の見た欠如例 は56側 中6側(10.7%)に す ぎない.

表1に 見 るごとく右の欠如率がやや高 いが有意では

表1.鎖 骨後頭部の欠如

ない.両 側調査出来た21体 で は欠如2体 で何れ も両

側性で あつた.以 上の2筋 は起始腱板で癒着 して い

るだけであつて あとは完全 に分離出来 る.起 始腱板

の癒 合も骨に ごく近い部分だけが著明で,切 り出し

た筋 ではすべて完全に分離す ることが出来 る.

SMとSO,及 びCMとCOの 癒 合 の 程度につい

ては上述の通 りであ るが,他 の筋の間の関係 につい

ては次の通 りであ る. CMは 胸鎖乳突筋 の内面を斜

めに走 り,筋 束の方 向は他の3筋 束 と著し く異な る.

このた め起始 部か ら筋腹 までは癒着がな く全 く独立

した筋の観を呈する.た だ停止腱 はSMの 停止腱と

癒着 し,完 全 には分 け難い.こ の際CMはSMの 深

部 に重な り, SMの 腱 はCMを 前方及 び外方から包

む様に位 置して いる(Fig. 1).前 述の様にCMは 乳

様突起の尖端を挾む様 に 停止 し, SMは 前縁を挾ん
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で停止 してい るが. SMの 腱 の うち乳様突起の前面

にやや広がつて いる部分 がCMの 外面 に重なつてい

る腱であ る. SOとCOと は起始を異 にす るが筋腹

で癒着す る.こ の際SOの 内側 縁 が一部COの 外

面 に重な ることがあ る.停 止腱膜は全 く一つづ きで

分 けることは出来ないが,筋 腹 は筋束の方向に注意

すれば分離可能であ る.な お以上4部 の位置の関係

は内面 及 び 横 断面 を示 したFig. 1で 明 らかであ

ろう.

従来の命名 との比較について(表2)

鎖骨 乳突部(CM)と 鎖骨後頭部(CO)は 一般 に記

載 されて いるCaput(Musculus)cleidomastoideum

とCaput(Musculus)cleidooccipitaleと よ く一 致す

るの で 何等 問 題 は な いが,他 の2部 は一 般 の定 義 と

異 な る 所 が あ る.即 ち 一 般 にCaput(Musculus)

sternooccipitaleと よば れて い る もの は著 者 の 胸 骨

後頭 部(SO)の 外側 部(後 部)の 小 筋 束 で あつ て,

ほ ぼ後 頭骨 上 項 線 の外 側 部 に停 止 し,屡 々欠 如 し又

はCaput(Musculus)sternomastoideumと 癒 合 す

る とい われ て い る(Streissler 1900, Eisler 1912,

 Paturet 1959).即 ち両 頭 の境 界 は著者 のSMとSO

の境 界 よ り もか な り外 側 に なつ て い る訳 で あ る.著

者 も この 部 に屡 々弱 い境 界 が あ つて 小筋 束 が 分れ る

傾 向の あ るこ とを 認 め た.併 し特 に これ を 独 立の 筋

表2.胸 鎖 乳 突 筋 各 部 の 命 名

束 とす る程の ものではない と考 える, Cunningham,

 Sieglbauerの 教科 書 などで(Eislerに よれ ば 他に

Quain, Poirierの 教科書), SM, CM, COの3部 の

みを記載 してい るの も同 じ観点 に立つ もの と思われ

る.著 者のSMとSOと の境界 も既 に述 べ た 如 く

それほど明瞭な ものではない.従 つてSMとSOを

一つの筋東 として扱 うことも考えられ るのであるが,

筋内神経分布を記載す る便宜上,比 較的認め易い筋

束の境界 をもつてSMとSOの 境界と した次第であ

る.尚StreisslerがSternomastoideus profundus

と呼んだ ものがSMの うち強い腱を もつて乳様突起

の前縁を挾んで停止す る筋束 に相当す ることは既 に

述べた通 りであ る. Eisler 1912はCOをSM(SO

を含めた広義の)の 一部が起始を鎖骨 に移 した もの

で,そ の起始 はCMの 外側縁 まで達す ることがある

と述べて いる.上 述の如 く著者の所見 ではCOの 起

始 は殆んど例外な くCMよ りも僅 か外 側 にずれて

い る.こ の点 はEislerの 記載 とは異な り, COの 起

始 が不安定な もの とは考え られないが,た だ1例 だ

けはCOの 起始 がCMよ りも 内側にず れていた.

これ をEislerの 考えた様 な移行 の状 態を 示す もの

とす ることも可能であろ うと思 う.

3.小 括

胸鎖乳突筋 を胸骨乳突部(SM),胸 骨後頭部(SO),

鎖骨 乳突部(CM),鎖 骨 後 頭 部(CO)の4筋 束 に

分けて記載 した. SMは 乳様突起前縁及び外面上部,

 SOは 乳様部及び上項線外側部, CMは 乳様 突 起尖

端, COは 上項線 中央部に停止す る. SMとSOと の

境界 は一般の記載とは異なる所 となり, SOは 腱膜

を作つて停止す る筋束 の大部 分を 占める. COは56

側中6側(10.7%)に 欠如 した.

II.人 の胸鎖乳突筋の筋内神経分布

1.材 料 と方法

材料 は第1章 の研究 に用いた もの と同 じであつて

約40側 の筋 を切 り出 して用意 したが,す でに解剖が

進 んで使 用にたえなかつたもの もあ り,ほ ぼ完全に

筋内の神経を末梢まで追及したのは18側 であ る.先

ず実習室において筋の表面と支配神経を出来るだけ

温存す るように解剖 し,こ れを描写 したのち起始と

停止を観察 しながら切り出した.研 究室においては

双眼ルーペの下 で先ず筋 表面の結合組織 を取 り除い

て筋束 の表面及び神経,血 管の進入状態を明らかに

してこれを描写 した.こ れ は神経 を追及 して行 くに

従がい各筋束 の位置関係 が変つて行 くので元の形態

を記録 にとどめて基準 とす るためであ る.神 経の追
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及 に当つて は先ず 筋に進入 した副神経及び頸神経枝

の幹部の吻 合及び分枝状 況を鎖 骨 乳 突部(CM)と

他 の筋束 との間で行ない,更 にCM裏 面(筋 内部 に

向いた面)に 進入する小枝を確 認し,こ れ らを描写

したの ちCMに 入 る枝を切つてCMを 停止部を除い

て分離 す る.こ うす るとCO及 びSOの 表面を分枝 し

なが ら走 る他 の神経枝が現 われ るので追及が容易 と

な る. CM内 の神経 は別に追及描写 する.こ れらは

すべて 水中において双眼ルーペの下 で行ない,各 神

経枝 は出来得 る限 り未梢まで追及 した.微 細な枝で

血管や結合組織 との区別が困難な場合には一応描写

した後これ を切 り取つて双眼顕微鏡の下で細析 した,

神経 は落下光 線下 で観察す ると特有 の横縞を示すの

で容易 に判別出来 る.更 に疑問のある場合には神経

上膜 を破つて 細析 し,水 で封入 して透過光線で観察

し,神 経線維を確認 した.な お,筋 束の命名 は第1

章で述べた所 によ るが一般の記載 とやや異なる所が

ある.

2.所 見

1)神 経の進入状態

胸鎖乳突筋 にはよ く知 られて いる如 く副神経外枝

と頸神経叢の胸鎖乳突筋枝が分布す る.頸 神経枝は

Fig 2. Accessory nerve pene
trating the cleidomastoid por
tion. (a) The cervical branch 
making an ansa with the main 

branch of the accessory.

Fig. 3 Accessory nerve penet
rating the cleidomastoid portion: 
(b) The cervical branch making 
an ansa with the accessory.

Fig. 4 Accessory nerve 
entering laterally to the 

cleidomastoid portion.

Figs. 2-4 Diagrams showing nerve pattern of the right sternocleidomastoid.

A: Accessory nerve SO: Sternooccipital portion

C: Branch of the cervical nerves CM: Cleidomastoid portion

Tr. Branch to the trapezius CO: Cleidooccipital postion

SM: Sternomastoid portion Black dots: Entrance of the nerves to CM

頸神経叢において通常C2とC3の 線維の合 した幹か

ら起 り,枝 分れ しながら鎖 骨乳 突部(SM)の 外 側

で筋 に進入す る.時 に小枝が早 く分れて筋 の外側部

(CO)に 進入す ることが ある(Fig. 7).頸 神 経枝の

進入す る部位 は例外 な く鎖 骨乳 突 部(SM)の 外側

縁 と胸骨後頭部(CO)と の間であるのに反 して,副

神経 の進入部 には2型 あつて, A)鎖 骨乳突部 を貫通

したのちSMとCOと の間に達す る場 合 と, B)副

神経の胸鎖乳突筋枝が頸神経 と吻合 しながらSMと

COと の間 に進入す る場合 とがあ る.両 型 の頻度 は

表3に 示す通 りであつて 前者 の方が稍々少 な く,又

左ではAの 頻度が低いが有意 の差 はない.両 側を調

べた例が少ないので左右の相関は調べ られ なかつた.

なお, Aの 型では僧帽筋枝 も共 にCMを 貫 いている
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表3.副 神経の筋進入型

A: 鎖骨乳突部 を貫いて進 入す る場合

B: 鎖骨乳突部 の外側から進入す る場合

のに対 して, Bの 型では共 にCMを 貫かず胸鎖乳突

筋枝だけが筋 内に入 る訳であ る.著 者 は副神経が筋

外で僧帽筋枝を分枝 し,胸 鎖乳突筋枝のみがCMを

貫 いて筋 内に入 る型の存在を予想 したが,か か る例

は1例 も見 られなかつた.

2)筋 内神経枝 の分枝状態

A.副 神経が鎖骨乳突部を貫通す る場 合

a)典 型的な場 合には(Fig. 2, 5)副 神経 は鎖骨

乳突部(CM)を その中央よ りも稍 々上方で斜 め に

貫通 して,直 ちに2枝 に分れ る.一 枝はCMの 外側

縁 とSOと の間か ら進入 して来 た頸神経枝 と ワナ状

に吻合す ると共 に,前 下方 に向つて主 として胸骨乳

突部(SM)と 胸骨後頭部(SO)の 中部 以 下 に分布

す る枝(仮 りにこれを主枝 とよぶ)を 分つ.他 の一

枝は僧帽筋枝であつて後下方に向い, CMの 外側縁

か ら筋の表面に現 われ下行 して僧帽筋 に向う.僧 帽

筋枝 は筋を出た所 で,頸 神経枝か ら吻合枝を うける

事が多 い.典 型的な場合に はこの吻合枝の欠如する

ことはな いが,時 にはかな り筋 を離れた所で うける

ことがあ り,又2本 以上の吻合枝を うけ ることも稀

ではない.

小枝 の分枝状 態は変異が多 く一律 には述べ難いが

(Fig. 5-7),上 に述べた主枝 は通常SMの 下 部に向

つて斜 めに下行す る途 中SOの 中部及び下部へ下行

す る枝,前 方 に向つてSMとSOの 間 に入 り この

両者の中部(時 に上部)に 分布する枝,又 屡 々CM

の下部やCOの 中部又 は下部に分布す る枝 を出した

後, SMとSO境 界の下部に入つ て こ の両 者 特 に

SMに 分布す る.こ の他主枝の基部又 は分 岐前の副

神経,時 には僧帽筋枝 の基部か らはCM上 部 に入 る

枝, SOやSMの 上部 に向 う枝の起 るのが普通であ

る.こ の際分岐前の副神経か ら起 る枝 も通常CMを

貫通 して か ら分れ るが, 1例 では筋 の表面か ら直接

入 るCM枝 を見た(Fig. 6).又 頸神経枝がCMと

SOの 間 に入 る際,或 は副 神 経 との ワナ状 吻 合の

途中か らはCO特 に中下 部 に分 布 す る枝,時 には

CMやSOに 分布す る枝が起 る.

b)少 数で はあるが頸神経枝 とのワナ状の吻合が

主枝 との間で はな く僧帽筋枝 との間 に見 られた. Fig.

 3に 示す如 く副神経はCMを 貫通すると細い主枝 と

僧帽筋枝に分れ る.僧 帽筋枝 は後方に向つてCMの

外側縁で筋外 に出 るが,こ こで頸神経か らの吻 合枝

とワナ状に合す る.僧 帽筋枝はその後更 に下方に向

う第二の吻合枝を頸神経か ら受 けるので,第 一 の吻

合枝の大部分 は僧帽筋枝 を逆行 して,胸 鎖乳突筋の

主枝へ入 るもの と思われ る.即 ち上述の典型な場合

におけるワナ状吻合枝が僧帽筋枝 に合 したものであ

る.こ の点を除けば主枝及び他の小枝の分岐 と分布

は典型的な場合 と大同小異であ る(Fig. 6).

c)そ の他上の2型 の混合型 と考え られ るものを

2例 見た. 1例 はb)に 述べた型に,主 枝 ・頸神経

間の細い ワナ状吻合が加わつた もので,こ のワナは

主 としてCMに 入 る.他 の1例 もやや似 て い るが

主枝及びこれ と吻合す るワナは細 く,そ の代 りに僧

帽筋枝か らはCM, SOの 上部, SOびCOの 上 部

に分布す る枝が起つていた.

B.副 神経が鎖骨乳突部を貫通 しない場合(Fig.

 4, 7).

この場合 には頸神経枝と副神経枝が合して主枝を

作り,前 下方に向う.両 者が合 する前に副神経枝か

らはSO上 部, CMへ,頸 神経枝からはCOへ 枝を

出す ことが多い. 1例 で は僧帽筋枝基部からSO上

外側部に小枝を与えていた.主 枝の分布はAの 場合

とほぼ同 じく終枝はSO, SMの 中下部 に分布 し,

基部か らはCM及 びSOとSMの 上部等へ枝を与

える.な お両神経枝 が合する形を とらず,主 枝 と頸

神経枝 との間 にワナ状の吻合をなす場 合(Fig. 7)

も少な くないが分枝 の状態には変 りはない.

3)副 神経及び頸神経の分布領域

前項 に述べた如 く, Aの 型では両神経の間に ワナ

状の吻合があ り, Bの 型で は両神経枝が合 しながら

分枝する.従 つて全般的に云えば両神経の線維は混

合 して各筋束に分布する訳であ る.こ れを細析追及

す ることは不可能 に近い.併 しBの 型に属す る1例

で は吻合が比較的緩 く,こ のため両神経から由来す

る線維を或 る程度追及す る事が出来た.こ れを一つ

の手掛 りとし,又 各筋束枝 の起始状況か ら判断 した

結果を次に述べたいと思 う.

a)胸 骨乳突部(SM)

中 ・下部 には前 述の通 り,主 枝の終枝が分布す る.

この枝は当然副神経の線維及び頸神経の線維の混 合
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Fig. 5 No. III-11-s-57 (left side). Fig. 6 No. II-8-s-60 (left side).

Figs. 5-7 Intramuscular distribution of the accessory and cervical nerves.

Abbreviations: See figs. 2-4.
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Fig. 7 No. II-9-s-60 (left side).

した ものである.こ の他上部,中 部 は副 神 経 又 は

主枝の根部から枝を うけることが多 く,こ れは主 と

してSMの 中 ・浅層(胸 鎖乳突筋の外面に近い層)

に分布す る.上 記B型 の1例 の所 見 も合 せて, SM

には副神経の方がやや多 く分布す るのではないか と

推定 され た.

b)胸 骨後頭部(SO)

この部へ分布す るのは主枝か ら起 る枝が主なもの

である.そ の他 内側(前)上 部 は時に副神経又は主

枝の基 部から枝を うけ る.こ れ は主 として外層に分

布す る.又 外側 は屡 々頸神経枝基部から枝を うける.

これを要するにSOに も両神経 が分布 してい るので

あるが,内 側部 には副 神経が,外 側部 には頸神経が

多 く分布 して いるのではないかと推定 された.

c)鎖 骨乳突部(CM)

CMと 両神経 との位置関係には前述 の如 く二つの

場合が ある.こ の位置の関係を重視 して副神経より

深い層を走る家兎のM basiohumeralis(頸 神経の

み支配)を 人のCMと 同定す る考 え もあ る(Mc

Kenzie 1955).そ こで この筋束に ついて は特に両型

によ る神経の分布の違 いがないか,又 副神経乃至僧

帽筋枝よ りも深 い部分(即A型 のCMの 外側半であ

つてB型 にはない)が 特に頸 神経の線維を多 く受け

ていないかの2点 に注意 して 調べた.そ の結果 は否

定的であつてA, B両 型で全 く分布の違いが見 られ

なかつた. CMに は副神経又は主枝基部か ら起 る枝

が上部 に入 り,中 部以下 には主枝か ら起 る枝 が入 る

ことが多い.こ の他時 に頸神経枝の基部か ら下部に

入 る枝 が見 られ る.こ の枝がない事を除 くと上記B

型の1例 で も大体同 じであつて,こ の筋にも寧ろ副

神経の方が多 く分布するのではないかと思われ た.

 A型 でも筋束の内側半 と外側半の間に差違 は認めら

れなかつた.

d)鎖 骨後頭部(CO)

この部 には頸神経枝基部又はワナ状 吻合部から起

つた枝 の分布す るこ とが多い.そ の他主枝から枝を

うけ ることもあり,又 時には副神経や主枝の根部か

ら主 として上部 に至 る枝の起 ることがある.又 頸神

経基部か ら起 る枝は屡 々頸神経叢に向つて多少分け

て行 くことが出来 る.更 に時にはこの他 に頸 神経が

筋に入 る前に早 く分れ直接COに 達す る場合 があり,

 1例 ではCOの 外側部はこの枝のみの支配を受 けて

いた.以 上の点 からこの筋束には頸神経の方が多 く

入 り,且 つ外側部 は頸神経のみ を受け る場合が多い

のではないか と思われ る.

3.考 察

副神経の筋進入状態に二つの場合があることは新

しい知見ではないけれども,案 外知 られていないら

し く,多 くの教科書 にはAの 型だけしか記 載されて

いない.又 両型を記載 してい る場合にも,通 常副神

経が この筋を貫 くとしてい る2, 3の 教科書(Bar

deleben, Spalteholz旧 版, Braus)が ある.著 者 の

成 績 ではかかる場 合 は寧 ろ 少 ない(表3).或 は

人種的の差があるか も知れないが,統 計的の研究は

従来無かつたよ うで今後の研究 が望 まれる次第であ
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る.又Aの 型で は副 神経が頸 神経枝 とは別の所 を貫

いて,筋 内で始 めて 吻合を行な う点 について は正確

に記載 されてい るのを殆ん ど見ず,筋 内で吻合す る

という記載が時に見 られ る だけであ る. Nishizuka

 1935が50体100側 の日本人について報告 した所

によれば, 8側 では胸鎖乳突筋に分布す る頸神経枝

は全 く認 められず,従 つて これ らの例では副神経の

み に支配 されて いると考え られると述べている.著

者 はかか る状態は勿論頸神経枝の特 に弱い場合す ら

1例 も認 めなかつた.こ れが稀な破格 としてな らば

と もか く, 100例 中8例 とい うかな りの高頻度 に見

られた ことは著者の所見 と甚だ異なるのであつて,

その くい違いの原因について疑問を もつている次第

であ る.

両神経の分布領城 についてEisler 1912はBolk

の副神経 は胸骨頭 に頸神経は鎖骨頭 に分布す るとい

う考え と, Maubrac 1884の 鎖骨乳突部 は副神経の

みを うけ他の部 は両神経を受 けてい るとい う報告を

引用 してい るが, Eisler自 身は両神 経の分布領城 は

区分出来ぬと述べてい る.こ れは筋 の大部分 につい

て は正 しいと思 う.併 し著者の見た所 で はSMと

SOの 内側部及びCMは 副神経 の分 布 が多 く, SO

の外側部 とCOは 頸神経の分布が多いように思 う.

特 にCOの 外側部 は頸神経から起る枝 のみを受 けて

い る事があつ て,頸 神経線維の単独支配であ る可能

性が甚 だ大 である.も しこの事が事実であ るとすれ

ば,少 な くともこのCO外 側部 に分布す る頸神経枝

は運動線維を含 まなければな らない.又 分布す る両

神経の割 合が部分によつ て異な ると思われ る点 も頸

神経が純粋 に知覚性と しては説 明しに くいので ある.

現在,胸 鎖乳突筋に分布す る頸 神経枝が主 として知

覚性で あるとい う考えが有力 なことは緒言 にのべた

通 りであつて,人 において両神 経が大部分混合 して

から分布す る事実 はこれ とよ く一致す る.併 し頸神

経枝が運動線維 を含むか否かという点 については,

従来の動物実験 の成績が必ず しも一致 しない ことも

あつて疑問を持たれ,又 人 については全 く資料 がな

かつた.こ の点,著 者の研究 は推定ではあるが多少

の手掛 りを加えた もの と思 う.

4.小 括

副神経 が胸鎖乳突筋に進入す る様式 には二つ ある.

副神経が鎖骨乳 突部を貫いたのち,鎖 骨乳突部の外

側 から進入す る頸神経枝 と吻合する様式 は66側 中29

側(43.9%)に,両 神経枝が吻合 しなが ら鎖骨乳突

部の外側へ進入す る様式 は37側(56.1%)に 見 られ

た.こ の筋の うち,胸 骨乳突部,鎖 骨乳突部及び胸

骨 後頭部の内側部 には比較的副神経が多 く,胸 骨後

頭部 の外側部 と鎖骨 後頭部 には頸 神経が比較的多 く

分布す ると推定 され る.特 に鎖骨後頭部の外側部は

頸神経の単独支配を受ける可能性が甚だ大である.

以上の所見 から頸 神経枝 にも運動線維が少な くとも

一部 は含まれてい ると推定 され る.

III.家 兎の胸骨乳突筋及び鎖骨乳突筋の

神経支配

第II章 の研究において人の胸鎖乳突筋の筋内神経

分布を分析 した結果,頸 神経枝 の中にも少な くとも

少数の運動線維を含むであろうとい う推定を下す こ

とができたが,人 においては実験 を試み る事がで き

ないので確実な結論は得 られない.そ こで著者は家

兎において支 配神経の刺激実験及び切断変性実験を

試みた.こ の研究 は未完成であつて,完 成後改めて

詳細 に報告する予定 であるが,第I, II章の成績 と

合せて考察す る必要上,今 までに得た成績 のうち確

実 と思われ る点だけをここに述べ たいと思 う.実 験

方法,染 色手技等記 述すべ き点 も多 々あ るが,以 上

の理 由でここでは割愛す る.

1.家 兎 の胸鎖乳突筋及びその支配神経

家兎では人の胸鎖乳突筋に相当す るもの は全 く独

立す る2筋 即 ち胸骨乳突筋及 び鎖骨乳突筋 に分れて

いる.支 配神経はや はり副神経外枝 と頸神経枝であ

つて,副 神経外枝 は胸骨乳突筋枝,鎖 骨乳突筋枝を

分つた後僧帽筋に向う.こ の分岐の附近 でC2(+C3〓)

か らの吻合枝が上 向きに入 る.併 し2例 においてこ

の吻合部を取 り出して双眼顕微鏡下で細析 し,神 経

線維の走行を追及 した結果 では,こ の吻合枝 は主と

して鎖骨乳突筋枝及び僧帽筋枝に入 るもの と思われ

る. Nishizuka 1935の 図示す る所 によればC2か ら

の吻合枝 は上行 してか ら鎖骨乳突筋枝のみに入 り,

僧帽筋技に加わつて下行す る束 はこれ とは別 に吻合

するようである.こ の点著者の見た所 とやや異なる.

以上の外特に鎖骨乳突筋 にはC2. C3か ら直接両筋

に入 る小枝があ る.副 神経の入 る高 さは両筋の上部

で,頸 神経の直接枝 は中央部 附近に入 る.

2.刺 激実験

2頭 の家兎を用い, 1頭 は左右つづ いて実験を行

なつた.例 数 も少 な く,未 だ実験手技 に熟達 しない

ので確実 な資料 とはいい難いが一応結果をのべる.

 Nembutalの 腹腔内麻酔の下に 両筋及び神経を露出

し先づ副神経 を切断す ることな くその まま双極電導

子から70c/sの 矩形波(電 圧1.0V前 後)を 通 じて
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刺激 し,両 筋に収縮の起 ることを確かめた.更 にこ

れを切断 してその末梢端 を刺激 して同 じく両筋 に収

縮の起 ることを見た.次 にC2, C3を で きるだけ根

部でそれぞれ切断 した後,末 梢端及び その枝の刺激

を試みた.そ の結果頸神経根部の刺激で は他の頸筋,

特 に基底鎖骨筋や胸筋の収縮が強 く,胸 骨乳突筋及

び鎖骨乳突筋の収縮 の有無 は明らかでなかつた.両

筋枝 は細 くこれ を剖 出す ることは筋や神経の温存上

困難であつたので,頸 神経の比較的根部 で数本に分

岐す る枝 の一つ一つを刺激 して見た.そ の結果第1

例の左側及び第2例(右 側)で は両筋の収縮 は見 ら

れなかつたが,第1例 の右側 ではC2の 刺激 によつ

て鎖骨乳突 筋に ごく弱い乍 ら収縮を見た.

3.切 断変性実験

頸神経C1, C2, C3, C4(こ の全部 を切断 しなかつ

た例 もある)或 いは副神経をで きるだけ根部で切断

し, 36時 間, 48時間, 72時 間及び96時 間後に麻酔下

に全身 を生理的食塩水,次 いで20%フ ォルマ リン液

で灌流 してか ら,切 断部位を確認 して胸骨乳突筋及

び鎖骨乳突筋 を取 り出 した. 7日 以上中性Formalin

で固定 した後, Pyridineを 用い るAgduhrの 塊鍍

銀を行な い,パ ラフ ィンに包埋 して連続切片とした.

必要 に応 じて鍍 金を行ない,又 軸索のみ染 色され,

筋その他の著 しく淡い標本では鍍金後又は直接にヘ

マ トキ シ リンによつて補足的な核染色を行なつた.

そのほか正常例及び副神経と頸神経の両者を切断 し

た群及び片側の舌下神経を切断 した群か ら同 じく36

時間ない し96時間 後にそれぞれ両筋及び舌を採取 し,

これ らは対照及び変性過程の追及に用いた.

実験 に用 いた家兎は20頭 余 りに及ぶが,実 験 中死

亡 したもの もあ り,又 初期の ものは鍍銀 が不成功に

終 つたので所見 をと り得たのは12頭 である.実 験 は

両側異なつた切断法を用い,或 い は片側 を健常例と

して使用 したので,正 常例を含めて29の 実験を行な

つた ことにな る.併 し乍 ら鍍銀 法は甚だ 不安定であ

つて,こ の24例 もすべてが良好 な標本を得た訳では

ない.こ のため著 者の 目的とす る終板の変性像 を確

実 に判別す るのに困難な場合があつた.併 し神経線

維の変性像 はこの時期では比較的明瞭であつて,こ

れを補助手段 として検索を進めた.

著者 の実験では切断 後36時間 後の運動 終板内の軸

索 は崩壊 して終い,せ いぜ い大小の好銀顆 粒を残す

に過 ぎない. 48時 間後にはこれ も少 な くなつて, 72

時間以後で は全 く見 られな くなる.こ の時期では変

性終板を判別 することは必ず しも容易 でない.以 上

の像 は勿論個々の終板によつて進度の差 がある.

筋内神経幹の大径軸索には切断後36時 間では,不

規則な珠数状の狭窄 と膨 化を示 しているものから,

膨 化部 の好銀質 が微細な顆粒に崩壊 して,こ れが軸

索の周辺 に網状 に集合 して一見籠状を呈するものま

である.健 常軸索で もフォルマ リン固定のための人

工産物 と思われ る多様な像を示すので,変 性 の軽度

な ものはこれと区別 しに くい.切 断 後48時間か ら96

時間 ではすべて籠状に膨 化しているので判別が容易

である.

筋内の小枝においては一般 に幹部よ りも変性が進

 み,濃 染 した好銀質が魂状 にご断裂 し,或 いは多数の

小 顆粒に崩壊 してい る.更 に末梢ではこの顆粒 も少

な くなつて72時 問以後にな ると筋束内の小神経束の

変性線維 は好銀質 を全 く失ない,神 経線維であるこ

との判別 がやや困難 となる.し か し, 48時 間 後の標

本では終板の近 くまで好銀顆粒を残 し,し ば しば終

板までたど ることができる.

36時 間後ではほぼ終末 まで顆粒を残すが,こ の時

期で は中,大 神経束では変性が軽度 で判別しに くい

場合 もあつて,こ の時期が必ず しもすべての観察 に

最適 とい う訳 ではない.

以上の変化は従 来の 研 究,例 えばBoeke 1912,

 Agduhr 1919な どが3～4日 後に至 る まで 終板内

まで好銀顆粒を残す と報告 しているのに比 して遙か

に進度 が速 く,初 め主 として72時 間以 後の実験 に主

力を注いだ著者の予想 は全 くくつがえ されてしまつ

た.こ のため,こ の目的に最 も適 した 切断後36時 間

ない し48時間の材料が末 だ充分 でない.

頸 神経 切断 後の両筋内神経幹には一般 にごく少数

の変性大径線維が含まれてい るのに過 ぎないが,中

にはかな り多数の変性線維を 含む標本があつた.変

性線維 が少数の場 合には これを末梢まで追及す るこ

とが困難であつ たが,一 部の標本では変性終板の近

くまでたどる ことができた.又 一部の変性大径線維

は筋紡錘に達す る.変 性線維の多い標本では変性 し

てい ると思われ る終板の多い 満束 があ り,こ れに変

性線維が分布 してい るの を認めた.

これに反 して,副 神経 を切断 した実験 群では一般

に健常線維が少数 しか認 められず,確 実 な健常終板

もまた少ない.併 し中にはかな り健常線維及び健常

終板の認められ る標水もあつた.又 この実験 群で は

健常線維の全 く認 められない筋紡錘があつ た.

このよ うに標本によつ て変性線維の数が異な るの

は一つには恐 らく個体差及び標本採取部位による差
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と思われ るが,そ の他鎖骨乳突筋の方が頸 神経か ら

由来 する運動線維が多 いのではないか と想像 され る

点が ある.こ れ らについては,更 に詳細 に追及す る

目的で実験を続行 している.

4.考 察

胸鎖乳突筋及び僧 帽筋 を支配する頸神経枝 中に運

動線維が含 まれているか否か とい う問題を電気刺激

実験で確め ようとす る試み は, Ghauveau 1891(馬)

以来LesbreとMaignon(馬,牛,犬), Strausと

Howell 1936(犬,チ ンパンジー)そ の他 によつて

行なわれてい る.と ころが これ らの成績の問 には一

致 しない所があ り,又 多数の犬を用 いたStrausと

Howellの 研究で も実験毎 に異なる結果 を得 てい る.

著者の実験結果 もこれ と軌 を一 にしている.

著者の行なつた変性実験 の結果,家 兎 においては

少な くとも少数 の運動線維 が頸神経枝 に含まれ てい

ることが明 らかになつた.か か る実験 は末だなされ

た報告を見ず,上 述の事情 からしてこの結果 は未完

成ではあるが重要な ものと考える.

従来 の電気刺激を行 なつ た研究者は支配神経の末

梢端を刺激 して反応 の起 らなかつた場 合には運動線

維 を含まない と考えた.併 し,著 者 は含まれる運動

線維 の量 に も問題があると思 う.著 者の変性実験で

は標本 による変性終板 の量的差が個体差であるか,

筋 の部位 による差であるか未だ明らかではないけれ

ども,も しこれに個体差があ り,且 つ,頸 神経の支

配す る筋線維の数が あまり多 くないな らば,電 気刺

激 によつて認 め られ る程の収縮 を生 じない場合があ

つ てもよいよ うに思われるのである.こ の点 は今続

行 してい る研究 に期待 してい る.

5.小 括

2頭3側 の家兎において頸神経を 切断 し,そ の末

梢端に電気刺激を加えたところ, 1側 で はC2の 刺激

によつ て鎖骨乳突 筋に ごく弱い収縮を見た.

頸神経或 は副神経を切断 して36な い し96時間の

のち,胸 骨乳突 筋及 び鎖骨乳突 筋をAgduhrの 塊鍍

法 で調べた結果,少 な くとも少数の運動 線維が頸神

経枝中に含まれ ることが明らか になつた.

IV.全 編 の 考 察

よ く知 られてい る如 く胸鎖乳突 筋と僧帽筋は爬虫

類以上では副神経 と頸神経 との二 重支配を うけてい

る.こ の点か ら直 ちに考え られ ることは,こ の筋が

所 謂腑筋 と体節筋 との2要 素か らなるとい う事であ

る.と ころが両 棲類以下では単一 の筋であつて(区

分 できる場 合に も胸鎖乳突 筋と僧帽筋に比較で きな

い),且 つ一 般 に迷走神経群(副 神 経が 独立 してい

ない)の みの支配を うけている,又 個体 発生の上か

らは,こ の筋 は一般 に鰓弓筋板 に由来 する腑筋の要

素 のみか らなること が知 られ て いる(Edgeworth

 1935そ の他).こ のため この筋群は2起 源性 である

と考える説 と単一の要素か らなると考え る説 とがあ

る.前 者で は爬虫類以上で新 し く体節筋 の要素が加

わつたと考え,後 者では爬虫類以上で神経支配を一

部移 した と考え るのである.更 に第III章でのべたよ

うに哺乳類等の支 配頸神経の切断末梢端を刺激 した

実験では明 らかな反応を示 さぬ動物 もあ り,又 個体

的に反応 のない場合がある.こ の筋群を支 配す る頸

神経には少な くとも多数の運動線維を含まぬ事 は事

実 と認められ る.こ れ らの点か ら爬虫類以上におい

て主 として知覚性の線維 が頸神経に移つた とする考

えが有力であ り,し ば しば頸神経 は純粋 に知覚性で

あるとのべ られ て いる(Straus and Howell 1936,

 Straue 1946, McKenzie 1955な どによる).

ところがNishi 1922は 軟骨魚類のサ メ5属 にお

いて憎帽筋が迷走神経の他に脊髄 神経を も受けてい

ることを発見 し,こ の形式の神経支配が硬骨魚類や

両棲類のよ うに体節筋の要素を失なつて迷走神経の

みの支 配を うける状態よ りも系統発生上 古い事を明

らかに した, Nishiは 更にこの筋が頸神経のみに支

配 される形式即ち体節筋の要 素のみか らなる状態が

存在 しはしないか.そ してその形式が最 も古い形で

はなかろうかとの仮説を提 出した.も しこれが正 し

い とするな らば,た とえ刺激実験の根拠 があ るとし

て も,頸 神経が純粋 に知覚性 とい う事は考えに くく,

或は頸神経に も多量の運動線維を含むので はないか

とい う疑問が著者の研究の発端であつた.

著者 は前章 までにのべた如 く,家 兎において は頸

神経 中に運動性の線維を 含むことを明らかにし,人

において もその存在 を推定 させ る所見を得 た.併 し,

頸神経枝 中に副神経 と同 じ程 度の運動線維 が含まれ

て はいないか という著者のひそかな予想に対 して は

何れ の場合 も否定的な結果で あつた.こ の点で脊髄

神経支配下にある他の二重神経支配筋とは大 きい違

いを示 している.他 の二重神経支 配筋 は,二 つの神

経が異なる箇所か ら進入 し,両 者の間 に一般 に一,

二の比較的明らかな吻 合と,か な りの微細な吻合は

あ るけれど も,大 体の分布領域は明 らかに区別 しう

る(河 西 ・大内1953,大 内1955, 1958).こ れに対

して著者の見た人の胸鎖乳突筋及び川島1955の み

た僧帽筋で は,副 神経 と頸神経 は幹部で吻合してか
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ら各部 に分布す る. Nishiの 見たサメについて も同

じ く筋の内面で吻合を行なつて から分布 して いる.

この ように胸鎖乳突筋 と僧帽筋はいわゆる二重神

経支配筋の中でも特殊 の ものであ る.著 者 は運 動支

配 と知覚支 配が分れてい る点 で寧 ろこれを他の脳神

経支配筋 と同列 に論ずべ きもの と考えたい.も っ と

も外眼筋な どは眼神経 と眼筋神経との吻合枝があ り

乍 ら自己 感 受 線 維 は 眼筋神経を通 るとい う考えも

かな り有力であつて簡単ではな く,又 他の脳神経支

配筋の知覚支配 について も結論を得て いない点 が多

いのではあ るが,知 覚線維を別 の神経か らうけ る筋

のあることは間違 い な い と思 うの で あ る.な お,

 StrausとHowell 1946は 他 の二重神経支配筋につ

いて もこの ような運動支配 と知覚支配 との分化が否

定 できない と述べてい る.併 し今述べたところで明

らかなようにこの様式の二重支 配を脊髄神 経支配下

の筋にまで一般化す るのは行 き過ぎであ ると思 う.

人特に胎児及び動物の副神経外枝 の根に知覚性の

神経細胞 があ り,又 屡 々脊髄 内で は運動線維 とは別

に孤束のつづ きに入 る線維束の認め られ ることは古

くか ら知 られて いる(Fahmy 1927, Romanes 1940

による).一 方Chauveau 1897は 馬の胸鎖乳突筋 の

痛覚線維 はすべて頸神経を通 るといつて いるので,

知覚 の種類 にも問題 があるか も知れない.こ の点に

関連 して,著 者が家兎 で筋紡錘に達す る大径線維の

変性 を頸神経切断群 にも,副 神経切断群に も見たの

は興味深い.こ の線 維 は恐 らく所 謂annulospiral

 endingに 終る自己感受性 の知覚線維と思われ る.

さて このよ うな観 点からす ると,著 者や他 の研究

者がいろい ろの動物 で証 明した頸 神経中に含まれ る

運動線維の存在の意味が問題 となつて来 る.若 しこ

の状態がNishiの 見たサメの類 にもあるとすれば,

今度 は硬骨魚類 と両棲類において 全 く頸神経支配を

欠 くことが問題 となつて 来 る. McKenzie 1955は そ

れ までの知見 の矛盾を筋の同定の誤 りと,又 個体発

生の際 に筋節に由来す る部分 が見落 されている可能

性を もつて解 決しようと試みてい る.或 い はそ うい

う事 も考え られぬで はない.併 し彼の根拠 は推定 に

過 ぎぬ部分 もあつて確実ではな く,残 つた問題は今

後の研究 にまたなければな らぬと考える.

V結 論

著者 は人の胸鎖乳突筋の筋束構造及び筋 内神経分

布を追及 し,又 家兎 において支配神経の電気刺激実

験及び支配神経切断による変性実験を行つて次の結

果 を得 た.神 経線維及び運動終板の変性 はAgduhr

の塊鍍銀法を施 した後,パ ラフィン包埋による連続

切片 として調べた.

1)人 の胸 鎖乳突筋は胸骨乳突部,胸 骨後頭 部,

鎖骨乳突部及び鎖骨後頭部の4筋 束か らなる.前2

部の境界 は一般 の記載 とは異な り,筋 内神経の主枝

が進入する部位にとつた(図1,表2).

2)人 の鎖骨後頭 部は56側 中6側(10.7%)に 欠

如 した(表1).

3)人 の胸鎖乳突筋 に副神経が進入 するのには二

つの様式があ る.副 神経が鎖骨乳突部を貫いての ち,

鎖骨乳突部の外側か ら入 る頸 神経枝 と吻合す る場合

は66例 中29例(43.9%)に,副 神経の胸鎖乳突筋枝

が頸神経枝 と吻合 しながら鎖骨乳突部の外側に入 る

場合は37例(56.1%)に 見 られた(表3,図2, 3,

 4).

4)人 において両神経は筋内外 で吻合 し,大 部分

は混合 して分布する.従 つて両神経の分布境界 は認

められない,こ の事実 は副神経が主 として運動性,

頸神経が主 として知覚性 とい う一般の考え と一致す

る.こ の点 でこの筋は僧帽筋と共に所謂二重神経支

配筋の中で も特殊 な地位にあ り,運 動支配 と知覚支

配 の分れた他の脳 神経支配筋と同列に論ずべ きもの

と思 う(図5, 6, 7).

5)人 の胸鎖乳突筋の胸骨乳突部.胸 骨後頭部の

内側 部には副神経が比較的多 く,胸 骨後頭部の外側

部 と鎖骨後頭 部には頸神経が比較的多 く分布す ると

推定 され る.特 に鎖骨後頭部の外側部 は頸神経の単

独支配をうけ る可能性が甚だ大である.従 つて頸 神

経枝に も運動線維が少な くとも一部 は含まれ るもの

と推定 され る.

6) 2頭(3側)の 家兎で支 配頸神経を切断 した

の ち,そ 末梢端に電気刺激 を加えた所, 1例(右)

ではC2刺 激 で鎖骨乳突筋 にごく弱 い収縮 を見た.

7)家 兎で頸神経或いは副神経を切断 して36時 間

ないし96時間後に胸骨乳突筋及び鎖骨乳突筋の変性

神経線維及び変性運動終板を調べた結果,少 な くと

も少数の運動線維が頸神経枝に含 まれることが明ら

かになった.
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Innervation of the sternocleidomastoid muscle of man

 and the rabbit.

By

Fumihiko YOSHIZAKI
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The intramuscular distribution of the accessory and the cervical nerves was studied in 
the human sternocleidomastoid muscle, with special regard to muscle architecture. The inner
vation of the sternomastoid and cleidomastoid muscles of the rabbit was investigated by 
electrical stimulation of the nerves and also by persuing degenerative changes in the nerve 
fibers and motor end-plates following nerve section.

1. The human sternocleidomastoid is composed of four more or less separate portions: 
the sternomastoid, the sternooccipital , the cleidomastoid and the cleidooccipital. The boundary 
between the sternomastoid and the sternooccipital portions was determined , differing from 
that of previous workers , by a fissure, into which the terminal branch of the muscle nerve 
enters. (Fig. 1).

2. The cleidooccipital portion was entirely lacking in 6 of the 56 muscles examined 
(10.7%).

3. The accessory nerve enters the muscle in two different ways: in 29 of the 66 muscles 
examined (43.9%) , it goes through the upper part of the cleidomastoid portion and then 
anastomoses with the branches of the cervical nerves, which enter laterally to the cleidomas
toid (Figs. 2, 3, 5 and 6); in the other 37 muscles (56 .1% ), both the sternocleidomastoid 
branch of the accessory and the cervical branches enter laterally to the cleidomastoid, 
anastomosing with each other in their course. (Figs 4 and 7).

4. The branches of the accessory and the cervical nerves are distributed in the human 
muscle after they have anastomosed with each other and are to a great extent mixed. There
fore, the boundary of their distribution is not to be recognized. This condition agrees with 
the general view, that the accessory nerve chiefly conveys motor fibers to the muscle and 
the cervical branches are sensory for the most part. In this respect, the sternocleidomastoid, 
together with the trapezius, differs greatly from the other double-innervated muscles in the 
region of the spinal nerves. They are to be regarded as belonging to the same category as 
other cranial muscles, which receive motor and sensory fibers from separate nerves.

5. The sternomastoid, the medial part of the sternooccipital and the cleidomastoid are 
estimated to receive more fibers from the accessory, while the lateral part of the sterno
occipital and the cleidooccipital are supplied more abundantly with the cervical nerves. 
Furthermore, it is highly probable, that the lateral part of the cleidooccipital portion is 
innervated solely by the cervical branches. This suggests that the sternocleidomastoid receives 
some motor fibers from the cervical nerves.

6. On three sides of two rabbits, the cervical nerves were divided and the pripheral 
stumps were stimulated electrically. In only one of the cases, a very weak contraction of the 
cleidomastoid muscle was observed by stimulation of the second cervical nerve.

7. Thirty-six to ninety-six hours after severing the accessory and/or cervical nerves (C3
- C4, in most cases), the steronmastoid and cleidomastoid muscles of rabbits were examined by 

silver-impregnation method of Agduhr. In the rabbits, in which the cervical nerves were 
sectioned, some degenerated nerve fibers running between the muscle fibers and degenerated 
motor end-plates were found in both muscles. Thus in the rabbit, also, some fibers of the 
cervical nerves are demonstrated to be motor in nature.


