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研究成果の概要（和文）：下前頭回と上前頭回を連絡する神経繊維束の存在を疑い、fiber disse
ctionとMRIによる解析を行った。その結果、本神経線維束の同定に成功するとともに、ブロー
カ言語中枢と外側上前頭回を連絡する解剖学的特徴を持つこと、左側大脳半球優位な偏在性の性
質を持ち男性に強い傾向があること、その所見が弓状束の特徴と共通することから、本線維束が
言語ネットワークに関係している可能性が示唆された。またこれらの結果は、術中言語マッピン
グにおいて外側上前頭回刺激時にみられる発語障害を説明しうると考えられた。
研究成果の概要（英文）：The association fibers connecting the inferior and superior frontal
gyri were analyzed using fiber dissection and MRI techniques. The fibers were anatomically
identified to connect between the Broca center and the lateral superior frontal gyrus, and
existed dominantly in left cerebral hemisphere and male population. The anatomical feature
was common to that of the arcuate fascicle. These findings suggest a close relationship
between this pathway and language organization, and may explain speech disturbances
induced by lateral superior frontal gyrus stimulation that were sometimes observed during
intraoperative language mapping.
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