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原　　　　著一
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(主任:内田　隆教授)

(指導:松島龍太郎名誉教授)

年1月6日受付)

年1月12日受理)

A Quantitative Study of the Facial Nerve Fibers and Facial Nucleus in Cats

Haruyoshi IKEDA

Department of Oral Anatomy II , Hiroshima University School of Dentistry

(Chief: Prof. Takashi Uchida)

(Director: Prof. Emer. Ryotaro Matsushima)

猪　　　　　首

一般に,噛乳頚動物の身体を構成する神経線経の大き

さには,動物の種歎,性別,年麻,体重,習性,地理的

条件,生活環境などが関係すると考えられるO　またある

特定の神経組織ならびにある特定の末棺神経組織につい

てみると,その神経の末殆神経系内における種別(感覚

神経と運動神経,脳神経と脊髄神経,体性神経系と自律

神経系など),体部位における解剖学的な局在部位,髄

鞘化の程度(有髄線経と無髄線維),その神経の全走行経

路を含めた長さ,中枢神経系と末梢の組織(標的器官)と

の間における解剖学的な枝分かれ状態(分枝),神経線経

の伝導速度(Aα, Aβ, Aγ, A∂　　　　　　　な

どの各種分棄)など,種々の要因によって変化するもの

である｡1)また,感覚神経線経に限って分析しても,その

直径と伝導速度による分査(I a群, I b群, Ⅱ群, I

群, Ⅳ群などの各種線椎)により明らかに異なるもので

ある｡1)

一方,中枢神経系の運動神経核に存在する大型の運動

神経細胞は,骨格筋の筋糸田胞(筋線椎)に対して運動神経

線経を送っている｡この運動神経細胞と筋線経との関係

*本論文の内容要旨は,第246回東京歯科大学学会(平成
4年6月13札千葉)において発表したO

は,電気生理学的に神経筋単位

という概念で説明されるように,通常は神経細胞と筋線

経とが1対1の関係を保つことが多い｡しかしながら,

近年の研究によると骨格筋の種事,解剖学的位置などに

より必ずしも1対1ではない場合も存在する｡

末梢神経系において,神経線経の分析的研究は

の仕事に鳩を発し,その後,多くの

人たちによって継承され研究されてきた｡しかし,この

中で特に脳神経の領域についての神経線経の分析的研究

は比較的少ない｡

臨床的な側面からみると　　　麻庫など顔面神経麻

庫の病態を形成する顔面神経は,三叉神経とともに項･

顔面･口腔領域の運動機能を形成する重要な脳神経であ

るo三叉神経はおもに唆筋を初めとする喧嘩筋(探頭筋)

の運動機能を支配するが,顔面神経は頭蓋骨に起始を持

ち顔面の皮膚に停止する顔面表情筋(皮筋)と中耳のアブ

ミ骨筋,茎突舌骨筋,そして項二腹筋後腹を支配する｡

なお,顔面神経中には少量の感覚神経線推をも含有する

という報吾もある3)｡この顔面神経についても神経線経

の分析的な研究の報吾は,佐野　　がイヌ4)

がネコ,イヌ

がネコ,イヌ,ヒト　　　　　等　　　がネコ7),

がネコ8),吉原　　　がネコおよびブタオ
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ザル　　　　　　　　がネコ　　花田　　　がと卜

臭嶋　　　がイヌ　　下沢　　　　　　がマウス

で報吾しているが,それらの知見ではこの神経線経の室

的分布の関係が明らかではないo　しかも顔面神経が脳幹

を出て走行する全過程,各分枝まで含めた線維分析的な

研究は少なく,翼嶋のイヌの場合のみである｡しかし,

この研究は顔面神経核における運動神経綿胞との関連に

ついての報吾ではない｡

そこで本研究では,顎,顔面,口腔磯城の神経支配に

重要な役割を担う顔面神経の構成要素を明らかにして,

同時に1個の運動神経細胞と神経線椎の数量的関係を明

らかにすることを目的として,ネコを実験動物に用い,

顔面神経の全走行過程中における組織標本を採取して,

線維分析的な研究を行った｡

研究材料および方法

上　組織標本の採取

実験には成熟したネコ3衰貢(第1例;オス　　　　第

2例;オス　　　第3例;メス　　　を用いた｡ネン

ブタール淫射夜　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

腹腔内連射　　　　　　にて深麻酔を施した｡実験動物

を手術台に固定した後に,肋骨相子と小児用開窓君など

を用いて開胸術を施し,肋骨内面に付着している壁側心

膜を切開して心臓を直視下に露出した｡右心耳と左心室

心尖部を確認の後に小型メスまたは眼科用董甘子を用いて

それぞれに切開を加えた｡この後に左心室より上行大動

脈にガラス製の注入用カニューレ(直径　　　　を挿入

して,陵圧下のもとに4理食塩水で港流して,直ちに

リン酸緩衝1%パラホルムアルデヒドと　　グル

タールアルデヒドの混合溶液,または　　リン酸緩衝

10%ホルマリン溶液を用いて連流固定を行ったo固定液

注入30分後に,実験動物の頭部,顔面部の皮膚を切開し

て顔面神経の各部位(図1参照)を剖出･同定し,その部

位の神経組織を　　　　　にわたり摘出した｡その他,

図1ネコ顔面神経の主な分枝と本実験における標本作成部位(①～⑭)を示す｡

略号: AA ;前耳介枝　　　璽枝　　　鼓索神経　　　顔面神経幹遠位部　　　顔面神経核　　　藤
神経節, i ;中間神経　　　下唇枝　　　顔面神経根中間部　　　大錐体神経　　　　顔面神経幹近
位部　　　後耳介枝　　　顎二腹筋枝　　　上唇枝　　　頑骨眼膏枝
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関頭の後に脳幹部の顔面神経核を含む脳組織を摘出し,

組織標本として採取した｡その後　　ホルマリン溶液

にて後固定, 1%四酸化オスミウム溶液を用いて再国定

を行った｡

2.組織標本の作成

顔面神経の各末梢枝を光学疎放鏡の観察に供与するた

めに,まず採取された組織片の樹脂包厘を行った｡

すなわち
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の各濃度のエタノール水溶夜に10分ずつ組

織片を浸高した後に酸化プロピレンにて完全脱水を施し

たoその組織片をエボン　　　　　社製)に浸活して

加濫重合を施し,硬化させた.このように樹脂包埋され

た顔面神経の各末梢枝をガラスナイフを用いて1 pmの

厚さに可及的に垂直に薄切し　　　トルイジンブルー

水溶夜で加温染色を行ったo脳幹部の橋･延髄部は剖出

後　　ホルマリン溶夜で再固定し,厚さ　　　の連続

凍結切片を作製し, 1%クレシールバイオレット溶液で

ニッスル染色を行った｡

本研究において,顔面神経核の光学顕微鏡観案はそれ

を構成する神経細胞体の個数を計測することが目的であ

るO　しかし,連続組織切片上の細胞数の加算は,隣接

する切片に分割された1個の編胞を2個として数える

誤差を生ずる｡これを補正するためには,後に述べる

の補正式13)を用いなければならず,顔面

神経核を含む組織切片は,その厚さが可及的におおきい

ことが計測誤差を最小にする(補正式のtの値)0

従って,本研究において顔面神経核を含む脳幹の組織

切片の厚さは,連続切片を作製することができて,しか

もニッスル染色し得る最大値60〃mを適用した｡

3.顔面神経核の内部における運動神経編胞の個数の計

測

顔面神経核内における運動神経綿胞の個数の計測は,

まずニッスル染色を施した脳幹の橋･延髄部の横断組織

切片上において,光学顔襖鏡下に大型の運動神経細胞の

出窮するすべての切片について計測を行った.すなわ

ち,顔面神経核を播成する各亜核18)を同定した後に,顔

面運動神経細胞の出場する最吻側の切片と最尾側の切片

を同定し.この間を顔面神経核の存在範囲と決定して計

測を行ったo計測については,まず光学覇微鏡下に一側

の顔面神経核を構成する運動神経編胞の個数を,その核

小体の有無にかかわらずすべて計測して,顔面神経核の

存在範囲を楕成する切片すべてについて集計したo

この場合, 1個の運動神経細胞を隣接する連続切片上

で2回計測する場合が生ずる｡これがために,単純に集

-　48　-



歯科学報

計したのでは,実際の個数よりも多く計算されるはずで

ある.この合計値を実際の個数に補正するために,以下

に示す　　　　　　　の補正式15)を用いて,運動神経

細胞の個数の総和を補正した｡

t

N-n*

t　+　a

ここで, Nは捕正された細胞の個数, n♯　は実測さ

れた綿胞の個数, tは観察に供した組織切片の厚さ

そしてaは計測した運動神経細胞の短径の平均

値　　　を表す.この細胞の短径の計測は接眼刺激計

(後述)を用いた方法により,観察された全ての運動神経

細胞について行った｡運動神経綿胞は光学薗微鏡下に楕

円形もしくは多角形を呈するが,ここでいう短径とは,

倍率　　　の光学麗微鏡の視野において,神経綿胞の核

小体を通る最大の径,すなわち長径を決定し,その長径

に垂直な径であると定義した｡

4.顔面神経の個々の末梢枝における神経線経の計測

先ず観察に供する光学菌数鏡(日本光学工業製)に10倍

接眼レンズ　　　と40倍対物レンズ　　　を設養した｡

使用する接眼沸教計(日本光学工業製)の目盛りの校正を

行うために,接眼レンズに直交目盛り型(十字)の接眼測

微計　　　を100等分したもの)を取り付け,同時に戴

物台に対物マイクロメーター(日本光学工業製)を設置し

た｡この場合の対物測微計は　　　を20等分したもの

であり, 1分画が　　　　　　〃mを示す｡較正の結

果,上記の接眼-対物レンズの組合せにおいて,接眼

沸教計の80分画が対物測微計の　　　　　　　　に相当

する｡従って,接眼測微計の1分画は,観察に供する組

織切片の蕉点平面上において　　　を示すことが明ら

かである｡ J以後,本研究における神経細胞および神経線

椎の大きさの測定には,すべて上記と同-の接眼-対物

レンズの組合せを用いた｡

顔面神経の各末梢枝の組織切片上において,個々の神

経線経はその走行が一定ではなく,多くの神経線経は楕

円形を示す｡そこで本研究では各神経線経を楕円形であ

ると仮定した場合の短径をその神経線経の直径であると

して計測した｡すなわち,神経線経を取り囲む髄鞘の最

内側の細胞麓が形成する楕円形の円心を通る,大きさが

最小の径を短径と定義して,その神経線経の直径である

と認識した｡

本研究では,第3の実験例(メス　　　を用いて,こ

の実測値を計測値　　　に変換して集計し,図1に示し

た全ての顔面神経上の計測点についてヒストグラムを作

461

成して,その末梢枝に含まれる神経線経の構成の分析を

行った｡

また,観察した顔面神経各末梢枝の組織切片の全てに

っいて写桑撮影を行い,それらを四ツ切印画紙の大きさ

に拡大して,トレーシングペーパーを用いて個々の神経

線経を2回以上計測することの無いよう印をっけつつ,

その末梢枝の含む有髄神経線経の個数を計算した｡

浩　　　　　果

1.顔面神経核内における運動神経細胞の個数の計測の

結果

顔面神経核の存在部位は,橋･延髄外側部の中綿胞性

網様体であるので,長径　　を越え,しかもニッスル

物宴の豊富な顔面神経核の運動神経綿胞は容易に周囲の

網様体性細胞と区別できる｡ただし,この判断基準を用

いると,アブミ骨筋を支配する比較的小型の運動神経編

胞は,周囲の嫡様体性の細胞との区別は不可能である｡

従って,本研究で定義する運動神経細胞は,上記のアブ

ミ骨筋以外を支配する顔面神経核の細胞である｡

第1例:厚さ　　　の組織標本において顔面神経核(顔

面神経核運動神経細胞)の観察される標本は脳幹の横断

連続切片標本にして30,吻尾側方向に約　　〃mにわ

たって存在した｡この中に観察できる顔面神経核の運動

神経糸田胞の数は合計　　個であったoこの全ての細胞

について,その核小体を通る編胞の長径と短径を計測し

た結果,短径の平均値は　　〃mであった｡

従って　　　　　　の補正式を用いると,運動神

経綿胞の個数は　　個と補正される｡

第2例:厚さ　　の組織標本において慮面神経核(顔

面神経核運動神経細胞)の観察される標本は脳幹の横断

達麓切片標本にして33,吻尾側方向に約　　　　にわ

たって存在したoこの中に観察できる顔面神経核の運動

神経細胞の数は合計　　個であった｡この全ての綿胞

について,その核小体を通る編胞の長径と短径を計測し

た結果,短径の平均値は　　　　であった｡

従って　　　　　　　の補正式を用いると,運動神

経細胞の個数は　　個と補正される｡

第3例･.厚さ　　　の組織標本において顔面神経核(顔

面神経核運動神経綿胞)の観察される標本は脳幹の横断

連続切片標本にして40,吻尾側方向に約　　〃mにわ

たって存在したOこの中に観察できる顔面神経核の運動

神経綿胞の数は合計　　個であった｡この全ての纏胞

について,その核小体を通る糸田胞の長径と短径を計測し

た結果,短径の平均値は　　　であらた.
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従って　　　　　　　　の捕正式を用いると,運動神

経細胞の個数は　　個と補正される｡

従って,第1例から第3例を平均すると,一側の顔面

神経核は平均して運動神経細胞を　　個有していた｡

2.顔面神経の各末梢枝における有嚢神経線経の個数の

計測の結果

ネコ顔面神経の各部位を構成する有髄神経線経の数に

ついて重複の無いよう慎豪に計測を行った結果,以下の

結果を得た｡なお,第1例より第3例の計測結果とその

平均値は表1に示す｡

第1例:脳幹の橋･延髄移行部より発した顔面神経根が

側頭骨の内耳孔を通過する部位である顔面神経根中間部

①)において含有する有髄線経は　　本であっ

た｡その顔面神経が側頭骨中で中間神経( i )と大錐体神

経　　　を分枝しながら顔面神経膝神経節　　　を形成

した産後のレベルを顔面神経幹近部位　　　②)とした

表1顔面神経核および顔面神経各末梢枝に観察された細胞数および神経線維数｡各末梢枝の数字(①～⑭)と略号は,
図1に対応する｡数値は,大文字が平均値,小文字が第1例,第2例,第3例の計測結果をそれぞれ示す｡

顔面神経核

5, 146

(6, 380,

3, 764,

5, 294)

①

iTr

顔面神経頼

中間部

9, 124

(7, 511,

9, 411,

10, 450)

②

mTr

顔面神経幹

近泣部

9, 745

(9, 432,

9, 870,

9, 933)

③

dTr

顔面神経幹

遠柾部

10, 369

(ll, 357,

9, 393,

10, 358)

1

中間神経

2, 664

(2, 577,

3, 014,

2, 401)

㊨

MP

大鉾体

神経

1, 535

(1, 557,

1, 340,

1, 707)

⑬

CT

鼓索神経

1, 469

(1,516,

1, 636,

1, 254)

⑥

PA

後耳介枝

2, 949

(2, 223,

3, 468,

3, 157)

④

PA以外

5, 856

(6, 080,

5, 735,

5, 753)

⑧

A A+Z (}†iS L

2, 999

(2, 607

3, 252,

3, 139)

@

AA　1, 436

前耳介枝

1, 194,

1,383) "I

⑨

ZO 1, 412

噸骨眼膏(1.

枝

1, 798)

⑲

SL　　1, 017

上唇枝

959,

1, 077)

⑪

下唇枝

223)

⑫

空責枝

2, 081)

⑮

顎二腹筋枝

977)
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が,このレベルにおいて含有する有髄線経は　　本

であった｡この後に同じく側頭骨中において鼓索神経

を分枝して側頭骨の茎乳突孔より顔面神経が外

頭蓋底に発する直前のレベルである顔面神経幹遠位部

③)においては有髄線経の総数は　　　本が観

察された｡また,前述の中間神経　　　大錐体神経

(MP⑭)と款索神経(C T⑬)より摘出した組織標本に観

察された有髄線経の総数はそれぞれ　　本　　　本お

よび　　本であった.顔面神経は外頭蓋底に出て

耳下腺中を走行するが,この間に以下の末梢枝を分枝

する｡すなわち,寛二腹薪枝(P D⑤),後耳介枝

(PA⑥),肇枝(Ce⑫)であるが,それぞれの末梢枝中

より摘出された組織標本に観察された有寵線経の総数は

それぞれ225本　　　本,そして522本であった｡この

顛枝(Ce ⑫)を分枝する直前のレベル(P A以外(㊨)の顔

面神経幹が含む有髄神経の総数は　　本であった｡さ

て,この後,顔面神経は下唇枝(I L⑪)を下口唇部に

向けて発するが,この下唇枝が含む有髄神経の総数は

本であった｡下唇枝を発した直後の顔面神経幹

⑧)が含む有髄線経の総数は　　本

である｡この神経幹は前耳介枝(AA⑦),頑骨眼膏枝

(ZO⑨)を分枝して最終的に上膏枝(S L⑲)となる｡こ

の最終的な3枝が含む有髄線経の総数はそれぞれ

本　　　本および　　本であった｡

第2例:顔面神経根の中間部　　①)において含有する

有髄線経は　　本であった.そして顔面神経幹近位部

②)のレベルにおいて含有する有髄線経は　　本

であった｡この後のレベルである顔面神経幹遠位部

⑨)においては有髄線経の総数は　　本が観察さ

れた｡中間神経　　　大錐体神経(MP⑱)と鼓索神経

(C T⑬)より摘出した組織標本に観察された有髄線経の

総数はそれぞれ　　本　　　木および　　本であっ

た｡顔面神経が外頭蓋底に出て耳下腺中を走行する間に

分枝する顎二腹筋枝(P D⑤),後耳介枝(PA⑥),頭枝

(Ce ⑫)の組織標本に観察された有髄線経の総数は

118本　　　本,そして　　本であった.この蟹枝

(Ce ⑫)を分枝する直前のレベル　　以外④)の顔面神

経幹が含む有髄神経の縁数は　　本であった｡この

後,顔面神経は下口唇部に向けて発する下唇枝( I L⑪)

が含む有髄神経の総数は360本であったo下唇枝を発し

た直後の顔面神経幹　　　　　　　　⑧)が含む有髄線

経の総数は　　本である｡この神経幹から分枝した前

耳介枝(AA⑦),頬骨眼富枝(ZO⑨),上唇枝(SL⑲

の鼻柊的な3枝の含む有髄線経の総数はそれぞれ

93, No. 4 (1993)
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木　　　本および959本であった｡

第3例:顔面神経板の中間部　　①)において含有する

有髄線経は　　本であった｡そして顔面神経幹近位部

②)のレベルにおいて含有する有髄線経は　　本

であった｡この後の鼓索神経　　　を分枝したレベルで

ある顔面神経幹遠位部　　③)においては有髄線経の

総数は　　　本が観察された｡また,前述の中間神経

(i)大錐体神経(MP⑭)と鼓索神経(CT⑬)より摘出

した組織標本に観察された有髄線経の総数はそれぞれ

本　　　木および　　本であった｡顔面神経が

外頭蓋底に出て耳下腺中を走行する間に分枝する項二腹

筋枝(PD⑤),後耳介枝(PA⑥),褒枝(Ce⑫)のそれ

ぞれの組織標本に観察された有髄線経の総数は977本,

本,および　　本であった｡この顛枝(Ce⑫)香

分枝する直前のレベル( P A以外④)の顔面神経幹が含む

有髄神経の総数は　　本であったo　この後,顔面神経

が下口唇部に向けて発した下酋枝( I L⑪)が含む有髄神

経の総数は223本であった｡下唇枝を発した直後の顔面

神経幹　　　　　　　　⑧)が含む有髄線経の総数は

本である｡この神経幹からの前耳介枝(AA⑦),

頑骨眼富枝(ZO⑨),上魯枝(S L⑲)となったこの最終

的な3枝が含む有髄線経の総数はそれぞれ　　本,

本および上0笹本であった｡

以上第1例から第3例の結果を平均すると表1に示

すごとく,顔面神経根中間部　　①)において

本,顔面神経幹近位部　　　②)のレベルにおいて

本,顔面神経幹遠位部　　③)においては　　　本が

観察された｡中間神経(i)は平均　　本が観案され

た｡また,大錐体神経(MP⑭)と款索神経(CT⑬)より

摘出した組織標本に観察された有髄線経の平均はそれぞ

れ　　本と　　本であったo顎二腹筋枝(PD⑤),後

耳介枝(PA⑥),頚枝(Ce⑫)はそれぞれ440本

本,および　　本であったo　この暫枝(Ce⑫)を分枝す

る直前のレベル( P A以外④)の顔面神経が含む有髄神経

の平均は　　本であった｡この後,下唇枝(I L⑪)が

含む有髄神経の平均は768本,下唇枝を発した直後のレ

ベルの顔面神経幹　　　　　　　　⑧)が含む有髄線経

の平均は　　本,前耳介枝(AA⑦),頑骨眼嵩枝

(zo⑨),上唇枝(SL⑲)となり,この豪柊的な3枝を

含む有髄線経の平均はそれぞれ　　本　　　本および

本であった｡

これらの計測部位については略図にて図1にその部位

と略言吾を共に示した｡
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3.末梢の顔面神経における有髄神経線経の直径の計測

第3例において,表1の各部位より摘出した顔面神経

の横断切片の強拡大の薗微鏡写真を組み合わせて末梢神

経の枝の全断面のモンク-ジi写真を倉成し, 1本1本

の神経線経を確認しながら,各神経線経に光学覇微鏡下

で蕉点を合わせ,接眼測微計を用いて,その短径を直径

として実数値に換算して集計し,ヒストグラムを作り線

維構成の分析を行った｡

10　　20　　30　　　pm

図5　ネコ第3例の顔面神経根中間部(図1,

①部) (測定線椎数

10　　　20　　　30　　　Pm

図6　ネコ第3例の顔面神経幹近位部(図1,
(参部) (測定線維数

この結果を図5から図19に示した｡

脳幹の橋･延商移行部より発した直後の顔面神経根が

側頭骨の内耳孔を通過する顔面神経根中間部　　①)

は,顔面神経の全ての線維要素を含むと考えられる｡こ

こにおいて含有する有髄線経は　　本であるが,有髄

線経の直径を計測すると約70%が直径　　　以下の大

きさを示した(図5)｡顔面神経幹近位部　　　②)のレ

ベルにおいて含有する有髄線経は　　本であったが,

10　　　20　　　30　　　　Pm

図7　ネコ第3例の顔面神経幹遠位部(図1,

③部) (測定線維数

10　　　20　　　30　　　　Pm

図8　ネコ第3例の顔面神経前耳介枝(図1,
⑦郵) (測定線維数
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10　　20　　30　　　Pm

図9　ネコ第3例の顔面神経(図1, ④部)
(測定線維数

10　　20　　30　　　Plm

図10　ネコ第3例の大鉾体神経(図1, ⑭部)
(測定線維数

顔面神経根中間部　　①)とほぼ同様の線維構成であっ

た(図6)O顔面神経幹遠位部　　③)においては有髄

線経の総数は　　　本が観察されたが　　　　以下の

繍径の神経線経の割合は減少し　　　　以上の太い神

経線経の割合が増加した(図7 )o中間神経　　　大錐体

神経(MP⑭)と鼓索神経(C T⑬)より摘出した組織標本

に観案された有髄線経の総数はそれぞれ　　本

本および　　本であったが,感覚神経の要素の多いこ

10　　　20　　　30　　　PrTl

図11ネコ第3例の中間神経(図1, i部)

(測定線維数

10　　　20　　　30　　　　Pm

図12　ネコ第3例の顔面神経上唇枝(図1, ⑩
部) (測定線椎数

れら神経は,神経線経の構成要素として　　　以下の

細径の線経が多くを占めた(図11,図10,図　　顔面神

経は外頭蓋底に出て耳下腺中を走行するが,この間分

枝する顎二腹筋枝(PD⑤),後耳介枝(PA⑥),頭枝

(ce ⑫)それぞれの末梢枝中より摘出した組織標本に観

察された有髄線経の総数はそれぞれ977本　　　本,お

よび　　本であったが,これらの末梢枝は今まで多

かった5.0〃m前後の神経線経に加えて
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10　　　20　　　30　　　　Pm

図13　ネコ第3例の顔面神経頑骨眼嵩枝(図1,
⑨部) (測定線維数

10　　20　　30　　　Pm

図14　ネコ第3例の顔面神経(図1, (参部)

(測定線維数

pmの比較的太い神経線経の割合も増加した(図15,

図16,図　　この空貢枝(Ce ⑫)を分枝する直前のレベ

ル(P A以外④)の顔面神経幹の含む有髄神経の総数は

本であったが,細径の神経線経はその割合を減

じ,太い方にシフトした(図9)｡下唇枝(I L⑪)の含

む有顔神経の総数は223本であったが,下酋枝は

〃mの比較的太い神経線経を多く舎んでいた(図19)｡但

し　　　　以下の綿径の神経線椎も約40%を数えた｡下

10　　20　　30　　　Pm

図15　ネコ第3例の顔面神経顎二腹筋枝
(図1, ⑤部)(測定線推数

10　　20　　　30　　　Pm

図16　ネコ第3例の顔面神経後耳介枝(図1,
⑥部) (測定線推数

魯枝を発した直後の顔面神経幹　　　　　　　　⑧)の

含む有嚢線経の総数は　　本であるが　　　　以下の

線経が全体の90%を占めた(図　　この神経幹からの分

枝である前耳介枝(AA⑦),頑骨眼雷枝(ZO⑨),上

唇枝(S L⑲)の3枝の含む有髄線椎の総数はそれぞれ

本,上798本および上077本であった｡前耳介枝

(AA⑦)の線維構成は,後耳介枝(P A⑧)の線維構成に

似ていたが(図8,図　　頑骨眼膏枝(ZO⑨)と上唇枝
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10　　20　　30　　　Pm

図17　ネコ第3例の鼓索神経(図1, ⑬部)

(測定線維数

10　　20　　30　　　Pm

図18　ネコ第3例の顔面神経頚枝(図1, ⑫
部) (測定線維数

(s L⑲)の線維構成は　　〃mまでの比較的太い神経線

経を均等に含む,独特の線維構成を示した(図払　図

12)｡

観察した組織標本の中で,顔面神経核および顔面神経

末梢枝を疎放鏡写真にてその1例を図3, 4に示したO

考　　　　　案

ネコの顔面神経についての数量的研究は

図19　ネコ第3例の恵面神経下唇枝(図1, ⑪
部) (測定線維数

〕

吉原9',などのものがあり,イヌについては佐野

員嶋12)等のも

のがみられるoヒトについて豆　　　　　　花田

ll)等があり,ブタオザルは下沢　山本19)カエルは平良

ヒキガエルは新保　　等の研究が報吾されて>

いる｡本研究はネコについて,顔面神経末梢枝の全部位

についてその中に含まれる有髄線経の断面積の分布を比

較したこと,そして中枢神経内の顔面神経核における運

動神経細胞の数と顔面神経末梢枝の全走行過程における

断面の神経線経の数とを比較したこと2点に特徴があ

る｡

1.研究方法について

このような研究において従来用いられた標本作製法

は,パラフィンまたはセロイジン切片法で,アルコー

ル,エーテル,キシロール等の溶媒等を使用して,硬

化,脱水,透徹を行うので,形態学的に神経線経の収縮

と変形を強度にきたすため,正確な計測や,計数を行う

ことが困難である｡本研究で用いた樹脂包哩の方法は電

子克微鐘標本作製法を応用したものであり,標本の収縮

および変形を最小限にとどめることができ,生体の状態

に最も近い形状を保つので,その点は極めて容易に,正

確に計測や計数を行うことができる

さて,末梢の顔面神経における神経線椎の計測法に

は, ①　　描画装置を光学疎放鏡に設置して細胞お

よび組織構造物の輪郭を平面上に措写し,その描写図に
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ついて拡大倍率をもとに計測する方法, ②標本全体にわ

たって光学顕微鏡写真の撮影を行い,印画紙上の細胞や

組織構造物について計測する方法(フイルム法), ③接眼

刺激計　　　　　　　　　　を接眼レンズに組み込

み,直視下に計測する方法などが用いられている｡しか

し第1の方法①では,描写時の困難はもとより,神経線

経が最小なので,極めて大きな誤差を生じる危険性があ

る｡第2の方法②では,標本に厚さがあり,曲面や凹凸

などのため,全視野を通じて同時に焦点を合わせること

は不可能に近く,従って不鮮明な部分が生ずる｡また視

野の中心部と周辺部ではレンズの球面収差に基づく計沸

上の誤差は避けがたい｡さらに写真材料の,ことに印画

紙などの収縮,伸長が禾均等に起こることなどもあって

誤差はさらに増大する可能性が懸念される｡そこで著者

は第3の方法③によりできる限り慎重に計刺した0

2.顔面神経線経の直径の分布について

まず,顔面神経末梢枝に含まれる有髄線経の直径に

ついては,図　　　に見られるように各部位において5

FLmにピークを持っ-峰性の分布を示した｡この事実

は,測定された顔面神経末梢枝の有嚢線経が形態学的に

単‥の性薯を有するものの集合体であり,少なくとも痛

覚を伝導すると考えられている細径の有髄線維(A ∂線

紘)は含まれていない,あるいは含まれたと仮定しても

ごく少数であると結諭される｡また,骨格筋内の筋紡鐘

に分布するγ一運動神経編胞の軸索をも含まないことを

示唆するものであるo従来,顔面表情筋には筋紡鐘は各

種動物において存在しないと結論づけられており,その

事実にも合致するものと考えられる｡

しかしながら,顔面神経が枝別れをしつつ末梢伽に走

行するにつれて,神経線椎の構成は単純な線維構成か

ら,より複雑なものになり,直径の太いものまでより広

い範囲に及んだ｡特に,顔面神経の上魯枝と頑骨眼富枝

においては,神経線経の直径が　　　〃mの範囲に全体

の90%が分布した(図12,図13)｡この事実は,顔面神経

が側頭骨の茎乳突孔を出て以降,感覚神経線維要素の混

入する割合が増加すること,または上蟹神経節に由来し

て顔面の血管を支配する交感神経線経と顔面神経との吻

合,この2つの可能性が示唆される｡

3.脳内の顔面神経核における運動神経細胞の数と神経

線経の数について

脳内の顔面神経核における運動神経細胞の数と顔面神

経末梢枝の全走行過程における断面の神経線経の数との

両者を比較した結果であるが(表1 ),延髄の顔面神経核

を構成する運動神経綿胞の数は3例を平均して　　個

であった｡これに対して,延髄を出た直後の顔面神経根

のレベルですでに神経線維(軸索)の数が3例を平均して

本に増加している｡顔面神経核の運動神経系田胞数

と神経線経の数の対応については,従来全く報吾がな

く,本研究で初めて待られた所見である｡しかしなが

ら,脳を出た後にその数が約1.8倍に増加するのは,少

なくとも約80%の運動神経糸田胞が,その神経線維(軸索)

を脳から発する直前なるいは直後に軸索側枝

を形成したためであると推察される.すなわ

ち,神経線維レベルでの枝分かれは,既に脳を出た直後

の頭蓋腔内の顔面神経根のレベルにおいて起こっている

わけである｡ネコの顔面神経核を構成する各亜核と末梢

枝との対応関係については

を用いた逆行性軸索輸送法により既に証明されているが

本研究のごとく編胞と線経の数量的な対応関係につ

いては初めての記載である｡

さて,顔面神経末梢枝の全走行過程における断面の神

経線経の数との両者を比較した結果を表1から考案する

と,各実験例において顔面神経根のレベル(図1のレベ

ル①),膝神経節の末梢側(図1のレベル②),そして茎

乳突孔の中枢側(図1のレベル③)の各レベルにおいては

有髄線経の数がほぼ　　から　　　と近似しているも

のの,わずかに増加している｡ ③のレベルでの数は,後

耳介枝(図1のレベル⑥)と,後耳介枝と顎二腹筋枝を分

岐した直後の顔面神経(図1のレベル④)との和にほぼ一

致する｡また,後耳介枝(図1のレベル④)に含まれる有

髄線経の総数は,前耳介枝,頑骨眼膏枝,上唇枝が分岐

する直前のレベル(図1のレベル⑧)と下唇枝(図1のレ

ベル⑪)と頚枝(図1のレベル⑫)の和にほぼ等しい｡し

かしながら前耳介枝,頑骨眼雷枝,上唇枝が分岐する産

前のレベル(図1のレベル⑧)神経幹に含まれる有髄線経

の総数は,それぞれの末梢枝(図1のレベル⑦, ⑨, ⑲)

の和よりもはるかに少ない｡

これら, ｢神経線経の遠位増加の現象｣については,

既に藤神経節付近における神経線経の遠位増加という名

称により　　　　　　　　　　　　　　　　　らにより

報吾されている｡本研究によりこの｢神経線経の遠位増

加の場象｣は,膝神経節付近(表1のレベル①とレベル

②, ③)のみならず,前耳介枝と頑骨眼高枝そして上唇

枝が分岐するレベル(表1のレベル⑧)においても明らか

に存在することが証明された｡

これらの事実は,前頭部から上顎部に存在する顔面表

情筋に分布する各顔面神経末梢枝において.それぞれの

運動神経線経に軸素価枝が存在すること,または,各末

～　56-



歯科学報

梢枝の問に相互連絡,即ち交通枝の存在すること,この

二つの可能性を示唆している｡本実験では推細の域を脱

し待ないが,異なった実験方法を用いた今後の研究に期

待したい分野である｡

括　　　　　鎗

顔面神経を構成する神経線経と脳内の顔面神経核運動

神経編胞との数量的関係について,実験動物ネコ3頭を

用いて,顔面神経の全走行過程における線維分析的な研

究を行なった結果,次の結果を得た｡

1.顔面神経核内の運動神経綿胞の個数について

顔面神経核内に観察できる運動神経編胞の個数は,第

1例から第3例についてこれらを平均すると,運動神経

細胞　　個を有していた｡

2.顔面神経の各末梢枝における有髄神経線経の個数の

計測の結果

神経線経の数について計測を行なった結果,顔面神経

根中間部において平均　　本,顔面神経幹近位部で

本,顔面神経幹遠位部では　　　本が観察され

たo大鉾体神経と款索神経ではそれぞれ　　本と

本であったo顎二腹筋枝,後耳介枝,褒枝はそれぞれ

440木　　　本および　　本であった｡空貢枝を分枝す

る直前で　　本の有髄神経線経を含有していたO下唇

枝の平均は768本,下唇枝を発した直後の顔面神経では

本,前耳介枝,頑骨眼嵩枝,上唇枝はそれぞれ

木　　　本および　　本であった｡

3.顔面神経の各末梢枝における有髄神経線経の直径の

計測

線維構成の分析を行なった結果,顔面神経根中間部に

おいて含有する神経線経は約70%が　　　　以下の纏

い神経線経であり,顔面神経幹近位部においても,ほぼ

同様であった｡顔面神経幹遠位部では綿径の神経線経の

割合が滅少し　　　　以上の太い線経が増加した.中

間神経,大権体神経,鼓索神経では　　　前後の線経

に加えて　　　　　　　　の比較的太い線経の割合が増

加した｡この顛枝を分枝する直前のレベルでは.細径の

神経線経の割合は減少し,太い神経線経が増加した｡下

唇枝は太い線経を多く含んでいたが,その直後の顔面神

経では　　　以下の神経線経が全体の90%を占めた｡前

耳介枝は後耳介枝の線維構成に近似していたが,頑骨眼

高枝と上唇枝は太い線経を均等に含む,独特の線維構成

を示した｡

以上の結果より,顔面神経は各末梢枝において線維構

成が異なるが,いくつかの線維構成群に分戴することが
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可能となり, ｢神経線経の遠位増加の法則｣は,膝神経

節付近のみならず,前耳介枝と癌骨眼雷枝そして上唇枝

が分枝するレベルにおいても存在することが明らかと

なった｡
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八　州-Ql招

study.

A quantitative and analytical study of myelinated nerve fibers composing the facial nerve

and the facial nucleus of the brain was made in three catsI Afterlthe specimens were fixed

fixed, serial sections of the facial nucleus and the facial nerve were prepared with the resin-

embedding method.

The facial nucleus was composed of about 5,148 motoneurons. The neuronalcell bodies

＼､…州[出つ圧小甘周一　--t･"叫"･主汀i!1､l　､　　目白､　　舶　用l ＼k lMiO上　　白･h

nerve branch, the diameters of myelinated fibers ranged from 2･5 to 30･O pm, but their compoI

sition varied at nerve bifurcation points･ At the root of the facial nerve, the number of myeli-
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ganglion, and immediately behind the bifurcation of the inferior labial branch of the facial

nerve.

These results support the conclusion that the number of myelinated facialnerve fibers

increases not only at the level of the geniculate ganglion, butalso at the root of the facial nerve

and the bifurcation polnt Of the inferior labial branch of the facial nerve.
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