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It is well known that mechariical stimulation of th 巴 pharyngeal areas innervated by the glossopharyngeal

nerv 巴 (GPN) or the laryngeal areas innervated by the sup 巴rior laryngeal n巴rve (SLN) readily elicits reflex swallowing. How 巴ver ，electrical stimulation of the SLN elicits reflex swallowing mor 巴 readily than does stimulation of the
GPN

目

This paradox remains unexplained; hence ，the purpose of this study was to solve it

Mechanical stimulation with light pr 巴 ssure easily elicited reflex swallowing from th 巴 pharynx in the rat. The most
巴

ffective reflexogenic regions were th 巴 palatopharyngeal

soft palate (extending

region of the palatopharyngeal

arch ，the edge of the pharyngeal surface of the epiglottis ，the
arch) and the aryepiglottic

fold.

branch of th 巴 GPN (GPN-ph) abolished th 巴 reflex swallowing from the palatopharyngeal

S巴ctioning the pharyngeal
arch and the soft palate out

of thes 巴 r巴gions. The relationship between the frequency of electrical stimulation and the latency of swallowing for
the GPN-ph was quite similar to that for the SLN. Electrical stimulation of the lingual branch of the GPN (GPN-li)
was not effective in elicitation of swallowing.

Wh 巴 n electrical stimulation was applied simuJtan 巴ously to both the

GPN-ph and SLN ，the latency of swallowing became shorter as compar 巴d with thos 巴 for stimulation of each nerv 巴
On the contrary ，when electrical stim 川副町

1

of the GPN ・li was applied in addition to the stimulation of

山

SLN ，

refl 巴 x swallowing was delayed or inhibited.
Thes 巴 r巴sults indicate that th 巴 GPN ph plays a major role in initiation of reflex swallowing from the pharynx and
嶋

that the electrophysiological

properties of the GPN-ph for initiating swallowing are almost the same as those Ç>fthe

SLN ，wh 巴 reas the GPN-li plays a minor role and contains the inhibitory fib 巴 rs for initiation of swallowing.
ings provide a solution for the paradox regarding the initiation of swallowing.
抄録咽頭・喉頭領域の機械刺激および喉頭領域を神経支配している上喉頭神経の電気刺激は，膜下誘発
に有効である.しかしながら咽頭領域を神経支配している舌咽神経の電気刺激は，上喉頭神経に比べ膜下
誘発が困難で、あるといわれている.このことは瞬下に関するパラドックスと呼ばれており，未だに解決し
ていない.今回の研究の目的は，このパラドックスを解明することである.咽頭・喉頭領域の膜下誘発部
位および神経支配を調べたところ，機械刺激による鴨下誘発の高感受性部位は，口蓋咽頭弓，軟口蓋の後
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縁，喉頭蓋の咽頭側外縁，披裂喉頭蓋ヒダなとであり，これらの部位のうち，口蓋咽頭弓，軟口蓋の後縁
は，舌咽神経咽頭枝の切断の後，礁下誘発がなくなることから，舌咽神経咽頭校支配であることが判った.
電気生理学的実験の結果は，舌咽神経咽頭枝の電気刺激は，上喉頭神経の電気刺激と同程度の礁下誘発効
果であったが，舌咽神経舌枝の電気刺激は礁下誘発に効果がなかった.また，舌咽神経咽頭枝と上喉頭神
経の同時刺激は蝶下誘発の促通を生じ，舌咽神経舌枝と上喉頭神経の同時電気刺激は膜下誘発を抑制した.
これらの結果より，舌咽神経のうち咽頭校が膜下誘発に重要な役割を果たしており，舌枝は礁下誘発に重
要でないことが判った.パラドックスが生じた理由として，過去の研究では舌咽神経舌枝のみあるいは
舌咽神経舌枝と咽頭枝を同時に刺激していたのではないかと考えられる.

I. 緒

言

咽頭および喉頭領域が礁下誘発に関与していることは
よく知られているが，咽頭領域の膜下誘発部位

l.

や

2)

、

膜下誘発神経については，現在においても不明な点が残
されている.舌咽神経支配である咽頭および上喉頭神経
支配である喉頭領域の触庄刺激は，反射性膜下の誘発に
効果的であるが，舌咽神経の求心性電気刺激は，上喉頭

上喉頭
神経

神経の求心性電気刺激に比べ鴨下誘発が非常に困難であ
るという「膜下に関するパラドックス」が解決されない
ままである 3 )

r 礁下に関するパラドックス

本研究は，

迷走神経
咽頭枝

J

を解明する

ために，咽喉頭領域における腕下誘発部位とその支配神
経の同定を行った.そして，舌咽神経を構成している舌'
咽神経咽頭校主舌枝の膜下誘発に関する特性を明らかに

図l
Fig.1

したうえで，舌咽神経咽頭枝または舌枝と上喉頭神経の
礁下誘発における協調関係を調べた.

II.

研究方法
喉頭神経を周囲組織から剖出した.さらに舌咽神経の舌

実験には体重
た.ウレタン麻酔

200~400

g の Wistar 系雄ラットを用い

校と咽頭枝を明確に分離した.舌咽神経舌校，咽頭枝お

(1.0 g/kg ，i. p.) を投与した後，実験

よび上喉頭神経を切断し，それぞれの神経の中枢端に双

台に背位に固定し自発呼吸の維持のため気管カニューレ

1 ms ， 10~ 100 Hz) を与えることにより鴨下誘発を試

1. 咽喉頭領域における明記下誘発部位の検索

み，その

ラットの咽頭および喉頭を腹側から剖出し正中で切開
した.咽喉頭領域内部を露出し，直視下で
激毛(直径

0.2 mm ，刺激圧

ができるようにした.

von-Frey

0.1 ~ 1.0 gf) による触刺激

von-Fr 巴y 刺激毛の触圧刺激によっ

て反射性膜下が誘発される部位を検索しその関値を求め
た.検索終了後，咽喉頭領域を図

l のように走行してい

る上喉頭神経，舌咽神経舌枝，咽頭枝の順番に切¦析する
ことによって膜下誘発部位の支配神経を同定した

2.

(10~ 100μA ，

極ステンレス電極を取り付けて電気刺激

を挿入し，以下の実験を行った

電気刺激による腕下誘発実験
ラットの咽喉頭領域を支配している舌咽神経および上

i替時と電気刺激頻度の関係を分析した

3. 膜下誘発における舌咽神経と上喉頭神経の協調関係'
刺

舌咽神経と上喉頭神経における膜下誘発の協調関係を
調べるために，舌咽神経舌枝と上喉頭神経，または舌咽
神経咽頭枝と上喉頭神経の中枢側を同時に電気刺激

---:100μA ， 1 ms ， 1O~ 100 Hz)

し，膜下誘発を試み，

その i替時を分析した.

4.

膜下の確認

本研究において，礁下は直視による喉頭の挙上の観察
および顎舌骨筋からエナメル線を用いて双極性に導出し
た筋電図によって確認された.

(10
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0.1 9f 未満で何事下誘発

ill.

1:':";""';';"":::1 0.1 9f 以上で喋下誘発

結果

1. 咽喉頭領域における鴨下誘発部位
図 2 は咽喉頭領域における

0.2mm ，刺激圧

von-Frey

刺激毛(直径

0.1 ~ 1.0 gf) の触刺激によって膜下が誘

発された部位を示す.
舌

触刺激による明言下誘発の高感受性部位は，口蓋咽頭弓，
軟口蓋の鼻腔側後縁，喉頭蓋の咽頭側外縁，披裂喉頭蓋

喉頭蓋

ヒダであった.舌咽神経咽頭枝を切断すると口蓋咽頭弓，
葦咽頭弓

軟口蓋の鼻腔側後縁の触刺激による膜下誘発が消失した

披裂喉頭蓋ヒダ

ことから，これらの部位は舌咽神経咽頭枝による神経支

1

梨状陥凹/ヤ司料収

___食道

配であることが判った.

2. 舌咽神経舌枝，咽頭枝，上喉頭神経の電気刺激によ

気管

る膜下誘発特性
図2

ラット咽喉頭領域における触圧刺激に
よる膜下誘発部位

Fig. 2

Regions of the pharynx and larynx from

図 3 は舌咽神経舌枝，咽頭枝および上喉頭神経にそれ
ぞれ電気刺激を与えて膜下誘発を試みたときの顎舌骨筋
筋電図の記録例である.舌咽神経咽頭枝の電気刺激によ

which swallowing
was initiat 巴 d by
mechanical stimulation with von Frey hair

り礁下が連続して誘発された.舌咽神経舌枝の電気刺激
では，明者下とは明らかに異なる拒絶様の反応が観察され，
筋電図においても他の神経の電気刺激時にみられる礁下

4 は舌咽神経咽頭

の筋電図とは異なる様相を示した.図

A
舌咽神経咽頭枝
刺激

一ゐ

h

制加

潜時

4

刺激条件
30μA ，30 Hz ， 1 ms

1秒

刺激開始一一

B
上喉頭神経
刺激

潜時
刺激条件
30μA ，30 Hz ， 1 ms

争刺激開始一一

C

舌咽神経舌枝
刺激
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30μA ，20 Hz ， 1 ms

潜時胃
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図3

舌咽神経咽頭枝，上喉頭神経，舌咽神経舌枝をそれぞれ電気刺激したときの筋電図

Fig. 3

EMG activities of the mylohyoid muscle during swallowing induced by electncal stimulation of the GPN-ph ，
SLN and GPN-li
A: GPN-ph stimulation

B: SLN stimulation

C: GPN-Ii stimulation
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舌咽神経咽頭枝，上喉頭神経における刺激頻度
A ，8 ともに 17例中，典型的な

Fig.4

Relationship

40
50
刺激頻度

30μA ， 1.0 ms

betwe 氾n the fr 巴quency of electrical stimulation and the latency of the first swallow for th 巴 GPN-

枝および上喉頭神経の膜下誘発潜時と刺激頻度の関係に
A 図， B 図とも 17例中，典型的な

4 例の結果を

示したものである.舌咽神経咽頭枝の電気刺激では，
20Hz 以下の電気刺激時に膜下誘発の潜時に変動がみら
れるが，

70

-1替時曲線

4 例を示す.刺激条件:

ph (A) and for the SLN (8). The data shown are 4 typical samples out of 17 animals.
was applied to GPN-ph and SLN at 30μA and 1.0 ms

ついて，

60

30Hz 以上の刺激頻度においては上喉頭神経の

電気刺激による膜下誘発とほぼ同様の結果を得た.

誘発を促通させるという結果は，実際の摂食行為におけ
る膜下中枢での空間的加重を示唆している.すなわち，
膜下する直前に食塊は咽頭と喉頭の両方の領域を化学的
および機械的に刺激し，咽頭および喉頭からの感覚入力
が礁下中枢において加算され，礁下誘発の促通が生じて
いるのであろう.

3. 礁下誘発における舌咽神経と上喉頭神経の協調関係
舌咽神経舌枝と上喉頭神経の単独電気刺激と両神経の
同時電気刺激による膜下誘発の記録例を図

Electrical stimulation

5 に示す.上

喉頭神経の単独刺激により誘発された喉下に比べ，舌咽

鴨下を引き起こす末梢感覚の要因の主なものは，唾液
や飲食物の味などの化学的刺激や食塊による咽喉頭領域
の機械的刺激である
せるという報告

10-121

5-91

味覚刺激が礁下誘発を促通さ

がある.本研究において，代表的

神経舌枝と上喉頭神経の同時刺激では，明らかな膜下の

な味神経であり舌の体性感覚も含む舌咽神経舌枝の電気

i替時の延長と膜下頻度の減少を示した.

刺激実験では，膜下は誘発されなかった.さらに上喉頭

図 6 は舌咽神経咽頭枝と上喉頭神経の単独電気刺激と
同時電気刺激により誘発された礁下の筋電図である.舌
咽神経咽頭枝と上喉頭神経の同時刺激においては，明ら
かな礁下の

神経との同時電気刺激では，膜下の誘発を抑制した.三
叉神経の枝である舌神経と上喉頭神経の同時電気刺激
が，礁下誘発を抑制するという報告

131

もある.この報

i替時の減少と礁下頻度の増大を示した.

告および本研究は，末梢神経の電気刺激実験のため刺激

lV. 考察および‘結論

の摂食行為のなかで飲み込んではいけない味やその他の

されている神経線維の種類については判らないが，通常

好ましくない感覚を舌または口腔で感じたとき，この情
本研究により，咽頭領域からの暁下反射の誘発に重要

報が膜下誘発を抑制するように働くのではないかと考え

な役割を担っている神経は舌咽神経咽頭枝であることが

られる.本研究は，舌咽神経を構成する舌咽神経咽頭枝

判った.そしてその礁下誘発に関する特性は，従来から

は電気刺激により膜下を誘発するが，舌枝は鴨下誘発に

膜下誘発神経として認められている上喉頭神経の鴨下誘

関与しないかまたは膜下誘発を抑制する働きを持つこと

発の効果

を明らかにした.舌咽神経の電気刺激による膜下誘発が，

41

とほぼ同程度であった

舌咽神経咽頭校と上喉頭神経の同時電気刺激が膜下の

上喉頭神経の電気刺激に比べて困難で、あるというパラド

咽喉頭の膜下誘発神経に関する研究
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図5

上喉頭神経を単独電気刺激，舌咽神経舌枝と上喉頭神経を同時電気刺激したときの筋電図

Fig.5

Effect of th 巴 simultaneous electrical stimulation of the GPN ・li and SLN on the EMG activities of th 巴 mylohyoid muscl 巴 during swallowing initiated by electrical stimulation of th 巴 SLN ，and simultaneous
the GPN-li and SLN
A: SLN stimulation

B: Simultan 巴ous stimulation of GPN-li and SLN

L_ ~l

}昔日寺

A
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B
上喉頭神経
単独刺激

刺激条件
30μA ，5 Hz ， 1 ms

C
舌咽神経咽頭枝，
上喉頭神経同時刺激

stimulation of

L

r

潜時

4
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牛

4
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図6

舌咽神経咽頭校，上喉頭神経を単独電気刺激，舌咽神経咽頭枝と上喉頭神経を同時電気刺激したと
きの筋電図

Fig.6

EMG activities of the mylohyoid muscle during swallowing initiat 巴d by electrical stimulation of the GPN-ph ，
SLN ，and simultaneous stimulation of the GPN-ph and SLN
A: GPN-ph stimulation

B: SLN stimulation

C: Simultameous

stimulation of GPN-ph and SLN
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