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覚系,ネコ

は じ め に

十二1の外側LI,しビr▲7-/り 二皮質域 (】ilteralsuprこ-ISylヽ･･ian

cortex,以下 LS J二時)は視覚刺激により誘濁 される

行動 (視覚性方向定位行動など)を正しく遂行するうえ

で套要な領域であるこJ-_が示唆 されて二臣 )1.実際 LS

ロンに影響を与えることが知られている冠).

ネコは生後約 1週間で開眼するが.視覚性方向定位行

動は開眼時期よりもさらに約 1-2か月ほど練に発現す

る3),このような方向定位行動発現の遅延は,LS から

上丘-の投射の生後発達をこ関する解剖学的,電気盤理学

的研究にしい･､ても示さIILている3.-5.ナこ!二えは LS か

ら上丘への皮質硯蓋投射はネコでは誕生時をこすでをこ認め

られるものの,この皮質視蓋線線終末と止丘こ:i-ロン

との問のシナプス結合はその数のうえからも形態学的な

面か～■..も生後約 1-＼2か_仁巨Eでは ト分に乾達してい左いう

視床後外側核群*(以下 LP接辞と賭)はいわゆる非

膝状体視覚系をこ属する視床横として知られており6ノ,LS

から魔窟なÅ力を受けるばかりではなく7j-9〕上丘から

も多 くの入力を受経る盲O川き.LP接辞はさらに線条体

-ハ投射12､を[トして.LS か吊Tl情報を線条体 ･黒胃

経由で間接的に上丘へ伝えうる部位でもある.このよう

をこ,LSから LP按群への投射 もまた皮質祝意投射と

同様をこ視覚性方向定位行動に深 くかかわることが示唆き

*視床後部における外側膝状体以外の視覚閑適視

床核は通常,枕核 (pulvinar),後外側核 軋P)チ

内側外側核(LM)および膝上榛 (SG)が含 ま

れ,緩外側核はさらに外側部 ELPi),内剣部

はPm)に細分される.これらの接の名称は研

究者7)25)により幾分異なるが,本論文では便

宜上 LP,LM および SG の3つの核を LP
榛群として扱うことにする.

Ilる.LS･f･.丘投射Ll)牛後発達に保圧 ては ーL述LT)ニと

く多くの報告があるが,LS申視床投射の生後発達に関

する報告はきわめ-て乏 しいl:I.本論文では下∴Iに二畑 十

る LSから LP麟群への投射の生後発達を順行性およ

び逆行性軸索 トレーサ-である bioc頭nおよび WGA-

t寸Rl)法により検索した.

対 象 と 方 法

成軟 7匹 (体重 2.0-3.5転)と幼君ネニ110匹 (敷後

0-ニー5LH を行宮 ､た.

(日 成教の LS･LP接辞投射線維の形態を解析する

日的て5tlLL.L'~丹 :J机削 ､順行性軸索 卜L-.-+トー.hiL≠1〉･1i日

を LS をこ注射 Lた.ケタミン (20mg/kg,i,m.)およ

びネtJブタ-ル ほ5mg/kg一 .p.)麻酔 官で動物を貼

定位固定装匿 (成茂)に同意 し頭皮を切開 し電気 ドリル

で頭蓋骨に小さ左穴封榔十王.先端に径 60-9(I)I,m LT~〕

微小ガラス管を接着 した- ミル トン注射器を伺い 1-2711

〔T〕l-)Oohi川､)TintSi打11;ll′rris･塩酸緩衝液溶液 も.ptlT.61

を,LS(11二･:∴11ニト -しこ､-守k祝電野 ('津HT. n-::=日

に注射 した一 2日間 の 生 存 後 車ンブ タ-ル麻酔下 (項O

nlgkL,Ii.p.､-'rj動物 を主心宰軌 帖 二 て 還 流園定 し.'二.

はじめに0.9%生理的食塩演を,--3いで2%パラホルム

~j'IL:,I:ヒ トlL_コOo■7:Ji'IIL'!',L:,I:L･.卜を,0.1M L')燐酸

緩衝液 毎H7.4)に混合 した固定液を流 Lた.還流後,

脳を直ちに取 り出し,光薪観察のための3例 はS注射

2例および一次視覚野注射 1例)を30%の粛糖 書燐酸緩

衝液.に ･晩浸けた胤 50!'m ハ連続凍結切片､しこした.

電茄観察のための2例 (LS注射2例)を還流固定液中

にさらに一晩浸けた後マイクロスライサ- (窒阪上-エ

ム)により 5013m の連続切片とした.これらの切片を

0.2-0.3% Tr証onX を含む uソ酸緩衝液で洗浄後,

ア ビジyD･HRP(Vector,1:500に希釈)で3-局

時間反応ぎせ,ついでジアミノベンチジン反応を行った!頚.
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光顧用切片をスライドグラスをこ張 り付鱈中性赤で染色し,

電戯用切片を型のごとくオスミウムによる後固定の後,

脱水 しエポン包埋 した.

緩)LSおよび-次視覚野からLP核群への起始ニュ-

ロソの層分布を明らかをこする目的で,成軟 くn-2)の

LP核群に上記と同様な方法で 0.06/Llの30oWGA-

HRP (Sigma)生食溶液を注射 した. 2日間の生存後,

ネソブタ-ル麻酔下 (40mg/短 ,hp.)管,はじめをこ0.9

%生理的食塩水を,ついで0.5%パラホルムアルデヒド

と2.5%グルタルアルデヒドを 0.1M の燐酸緩衝液 毎H

7.弟 に混合 した固定液を左心室経由で還流 した.脳を

直ちに取 り出し30%廉糖 ･燐酸緩衝液に一晩浸けた後,

50pm の連続凍結切片とした,WGAIHRPの可視化
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はテ トラメチルベンチジンを用いた方法桝 で行った.

し31LS･Ll〕 核群投射線維Lr)生後発達を!TI析する目

的で.幼若 十二lCr)LSに 1--1.5/LlCT)I)ioC11in を注

射 した.以下,光薪周標本作成は上述 (1)でのそれと

同様の方法を周いた.

結 果

成獣の皮質視床線維および終末の形態

(い 1..Sか吊'1投射線維

LP接辞をこおける標識線維は,いずれの例においても,

外側膝状体背側核の背側部から尾側および腹内側方向に

走行 していた,LS内側部皮質予例えば PMLS16)から

の線維は圭に LP核の外側部 はPlおよびLPm)管

図1 成獣における hiocytin注射部位と LP核群における標識吃驚視味線維.a:PLLS
における biocytin注射部位の光餅写薬.黒 く染渡っている部分が注射部位.標識
線維 (究印)も認められる.スケ-ルは 1mm.ら:標識皮質視床線維の弱拡大写

真. 1塾線維 (先頭)および2型線維 (無印)が観察される.スケ-ルは 20fLm.
e:1型線維の強拡大写薬.短い側枝の党をこ小型の終末ポタソが見える (東印).ス

ケ-ルは 10がm.dニ2型線維の終末ボタソの集積の強拡大写寮.スケールは 10pm.
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分岐を繰 り返 しこの部位で終lt･_していた.LS外側部皮

質,例えば PLLSi6)からの線維は-部 LPm に終止 し

ていたが,大部分はさ吊こそLr)内臓側の内側外側核 tL九･rll

および膝 上核 (SG)に終わ-.)ていた.図 1-aは LS

外側部乾田に bioL,ytin を注射 した例で. この例に見l､-

IILた し1-)核群での標識線維を図 卜t),C.dに示 した.

これら碍標識線維はその形態学的特徴から2種撰 (1塾

および2塾)をこ区別 きれた.標識線維の大部分を責めて

いたのは,Golg真横本により外側膝状体で も聯 Ia又om

として報告17)18)きれた皮質視床線維 と替わめて額似 し

た形態を示す線維で.こ,.hを 1型線維 LL-_した し図 卜h.

e).他方はより複雑な終末形態を示す線維であり,これ

を2型線維とした し図 1-b,d).電減的観察ミ･こLよるとこ

れら2種額の標識線維の差異がよりはっきりした*それ

ぞれの標識線維およびその終末の形感を以下に述べる.

(0.5-1.OFEmlL')膨 Z▲'jt LSWelling)を有 Lてお り.

この膨 らみは軸索幹に沿って屯見られたが,大部分は短

い側柱L･')先端に観察 された し図 トCl. 1型線維L7)終 末

ボタソは小型であ巧,大部分の終末ポタソは細い,おそ

らくぼ樹状突起末端部もしくは樹状楽超の練に終止 して

いた し図 2-al.こL,')終末ボケ,/は外側膝状体19､ぉよび

LP核群20､-3卜で観察 された RS終 末と同様左形態を示

した.この終末ポタソは bioc頭nによる標識のためをこ

電子密度の高い像を蒸すが,円いシナプス小胞を有 し,

細い樹状突起あるいは練との問ではっきりした非対称性

膜肥厚を示すシナ..ナ再i与合を形成 していた (図 2-a).

望型線維は 1型線維と異なり軸索の太削 ままちまちで,

短い側枝を出 し,その先には5から10個の終末ボタンの

衆磯が認められた (図 トd).この2型線維からの終末

ポタソは橡々の点で 1型軸索由来のそれとは鼎なってい

的大型 摘 .5-2.Opm)で不規則な形をしてお り,さら

眩,1塑終末ポタソの大部分が細い末端樹状突起 もしく

は親をこ終止 していたのに対 し 2塑終末ボタンは細い樹

状突起や疎はもとより,比較的太い樹状突起やシナプス

小胞を含む.Lナ十 xL前樹状突起 (presynapticdLlldritp.

PSD)などとも同時をこシナプス結合を示 し, しば しば

複雑なシナプス結合複合体であるシナプス糸球体 (synaptic

glomerulus-)を形成 していた (図 2-b十 二Iltは LP

図 2 biocytjn標識皮質視床線維終末C')電顕写真. スト ･-JLは IFLm.a:bioc),tinによ

る高電子密度の 1型線維よりの終末 (Ⅰ)を示す.これは,丸いシナプス小胞を有

し 纏い樹状嚢起 (D)との間で非対称後段肥厚を示す シナプス結合を形成 してい

る (無印),ら:2型線紋よりの終末 相 )を示 し これは丸いシナプス小胞を有

し,樹状突起 脇)およびシナプス前樹状突起 (PSD)との間で非対称性膜肥厚を

示すシナプス結合を形成 している (朱印). これらのシナプス要素は集団となり,
シナプス糸球漆を形成する.
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核群で報告されていたシナプス糸球体と輝似するもので

あった20)慧1)

は) 一次視覚野からの投射線維

LSからの皮質視床線維の形態学的特徴を一次視覚野

から視床-の投射線維のそれと比較するために,bioc画 m

を一次視覚野の中心視野を再現する部位をこ注射 した.こ

の皮質部位からの皮質視床線維は外側膝状体背側核の内

側部および LP核外側部 (LPl)に観察された (図 3lq).

それぞれの視床核で観察された線維は形態学的をこきわめ

て時数的であった.つまり,外側膝状体に観察された標

識線経は患ヒ軟的均一な径の軸索で大部分の終末ポタソは

この軸索からの短い側枝の発をこ見られた (図 3ih).こ

のような特徴は LSから LP接辞-の 1型線維によく

維は軸索の太さが-定せず終末ポタソ屯より太きく,顔

索からの短い側枝の先に数個ないしそれ以上の集積とし

て観察され (図 3瑠),この形態は先の2型線維によく

似ていた.

皮質視床ニューロンの層分布

図 4-a己こ Lf)核群-の WGA-HRPの注射部位を

示 した.このように LP核群に比較的大量の 卜L:-サ--

を注射すると LSおよび一次視覚野に多くの逆行性標

LPl(C)

dLGN(b)
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誠二.ll--1｡ンが観察された.標識二,i-tp7ンLTう分布はそ

れぞれの皮質慣域かこより差異が認められた.つまり,LS

ではⅤ層およびⅥ層U~)両者に標識ニ:I.一一r]ンが観察され

nんに見IL-.-わた (.図 1-ぐう.

皮質視床線維の生後発達

LSかlT,LP核群への庄質視床投射の生後発達を検

サ一･･一の bitllytillを注射 した.生後Of二:](p-刀)か三､､F'-I

14の問ではこの皮質視床線維が濃い分枝を出すことは

稀で,終末部の大部分は成長端 LgroWthc()tle)の形

態を示 した.したがってチこの時期の皮質視床線維は成

獣の場合と異なI.), 1. 2型に区別されなかった.図 5-a

は ㌘-3の例であるが,皮質視床線維の終末分枝の微細

構造が成饗のそれと比べはっきりと異なることを示 して

いた.比較的大きな終末ポタソはきわめて少なく,ほと

んど大部分の終末は成長端 (図 5-ち)として終わってい

た.短い側枝をともなった終末ポタソ様構造はまれに見

られるにすぎなかった く図 5-紅 p-10の例でも P-3

の場 合とほほ同様の所見を示 した し図 5ld).図 5-C

は P｣連の例であるが, このような成長端様の終末は

p-ま竣以降でもかなりの頻度で観察された.この時期に

biocytin注射後の外側膝状体 摘LGN)および LP梯外側部 (LPl)における標

識線維の標本抽出部位 (灰色部分)を示す.b:dLGN iこおける標識線維の光願写

慕.短い側枝の発に通常 1つの小型終末ボタンを有ずる く朱印) 1塑線維と同様な
形態的特徴を示す.C:LPlにおける標識線維LpT.)光顕写真.比較的大型LT)終末ポ')
ンの集積 (矢印)など2型線維と同様な形態的特徴を示す.
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図 4 逆行性標識皮質視床投射ニ:L一･-ロンの層分布. -がr-･･-′Lは 5OOFLm.a:I_P核
群におけるWGA-IiRP注射部位 (灰色部分l.b:LSにおける皮質視床ニ:L一･一

ロンはⅤ層およびⅥ層に見 られ る.e:一次視覚野での標識こユ-ロソはⅤ腰

のみをこ観察 される.
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図 5 生後発達過程の未熟な皮質視床線維.a.d,e. fは同倍率でスケールは 20/Lm.

10(a),P-1壕(e)まではこの皮質視床線維は通常成長端 (粂印)として終わって

いる.b:成長端 (矢印)の拡大光顕写真.e:最 もしば しば見られる軸索.きわ

めて魔かなボタン様の膨らみ (衆頭)が観察される.p-35雄)をこなると成軟で観

察された2型線維が区別されるようをこなる.このころになると成長端様終末はきわ

めて少数をこなり (東印), 2塾線維をこぼ多 くの終末ポタソの集積が認められる (東
頭上
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観察される終末部位には依然として触手を伸ば している

るか標的を捜 して伸びている段階であることを思わせた.

一万.p-14以降になると成獣における2型線維の特徴

的な終末形態を伺わせる構造を示す皮質視床線維が区別

される様になる,P135では成長端様の終末を有する線

維はほとんど観察されることはなくなり,皮質視床線維

は成獣のそIptとほとんど区別できないくr-ついに発達 して

いた.図 5-fほ p-35の例であるが.成長端様の終末

はほとんど見l､-)れず.かわりに形態および配列の様子が

成獣のそれとよく似た比較的大型の膨i､)んを有する2型

線維と思われる線維と,軸索かi､)ほほ均等な間隔で短い

する 1型線維と同様な形態を示す線維が区別された.

考 察

本研究の最も主要な結果は,LS かL▲-)LI〕核群-の

皮質視床線維が2種榎に区別さ才1たこと,およびこし')2

榛榎の投射線維は開眼時期より約 l週間ほどの遅延をもー-,

て区別されたことである,

成熟ネコの皮質視床線維の形態および皮質視床

ニューロンの層分布

と, ネニJCT)LP核群で最 も普通iこ観察 されたのは外側

昧状体で type I axon とLて報告 されている17'18L

皮質視床線維と掻めて煩似した形態を示す 1型線維で.

他方はより複雑な終末形態を示す2型線維であー,た.WGA一一一

線維の起始細胞は 1.ーS のⅤ層およびⅥ層に存在するこ

とが示されたが, 2線鞠の異なった標謝線線を出すそれ

ぞれの起始細胞は LSでどのよ･'1な層分布を示すので

あノ)･')か.-.一次視覚野 (分野17)は外側膝状体背側核お

よび LP外側部 (LPllに投射することが知 LL)Ilてお

り,さ吊こ皮質膝状体線維(17)起始細胞はⅥ層に.また吃

驚 1_Pl線維の起始細胞はⅤ層に.それそ=71存在するこ

とも報督 されている肖1.本研究でもこLT)ことが確認され

ソのみが標識された.ついで,この-次視覚野に順行性

標識 トレ-普-の biocytinを注射 し視床を観察すると書

外銀Ij膝状体では1塑線維にきわめて類似 した線維のみが

漂諭され LPlでは2型線維とよく類似 した線維の.Jt

が常態された,このことから,少なくとも一次視覚野か

tL)視床へLり投射線維の形態に関 しては,Ⅴ層ニューーロン

かrっC')線維とⅥ層ニ:i-ロンか吊り線維とは形態学的に

はっきりと区別されることが明らかになった.このこと

を LSから LP核群への投射に当てはめるな吊よ, 1

塾線維は LSのⅥ層ニュ-ロソから, 2塾線線はⅤ層

こ:i-tjンかl■〕それぞれ起こることが示唆される.

LP核群に存在する終末は,丸いシナプス小胞を有す

る小型 (RS)および大型 (RL)終末､多形性シナプス

小胞を有する終末 (Fl)および多形性シナプス小胞を

有する.L･ナブス前樹状突起 (PSD あるいは F2)の4

穐煩に区別され さr-)に,この視床核には外側昧状体な

どでよく知られているシナブて糸球体もしばしば観察さ

れた201-1t'.本研究の 1型線維か1､･･)LT)終末は RSであり

人部分が細い樹状突起あるいは樹状突起の棟に終止.し.

ほとんどcT)終末はシナ~ナス糸球休形成iこかかわー-,ていた

.RL 日司様な形態を示 し,一般の樹状突起,PSD.Fl.

などと衆をこシナプス糸球体を形成する像がしばしば観察

された.シナプス糸球倦:の顔能的な意義をこ関 してはこれ

まで多い')報告があり22, さまざまな情報の分析,釈

合がここで行われているらしいとの考えが一般的である.

したがって, 2型線維 し一次視覚野ではⅤ闇由来.LS

でもおそらくはⅤ層由来)は1型線維にくらべてより複

雑な統合機能にかかわる可能性を示 している.

皮質視床頼経の生後発達

めをこニューロン教団単位 の 位 置情 報 による太まかな ｢枠

組･んJLがLL土1来,ついて神経線維の到達域での徴.卜環境内

における調整 (tuning)あるし､はtLナ-7Ll'く形成か完成

する,といわれている.さ吊こ.最近の視覚野かi▲-)視床

度質Ⅴ層およびⅥ層ニュ-ロンから視床への投射線維の

発達をこぼ時期的に選のあることも指摘されている.-方,

LP接辞へ皮質視床ニ_-i--ロンがV層およびⅥ層に誕牛

時にすでに存在していることが示されていることかヱL-,

これらの投射系の ｢枠組み｣は胎生期にすでに出来上がっ

ていると考えられる.

しかし,本研究により生後約 2遇まではこの皮質視床

線経は成鞍で観察される終末ボタンの形態的特級をまだ

宿 しておらず,ほとんど大部分の終末は成長端 (growth

cone)として終わっており,まだ発達途中であること

を示 していた.ところが,生後 2遇以降になると成獣で
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の2塾線維の特教を伺わせる構造も散見されるようになっ

た さ吊こ,生後約11週では,成長端様の終末はきれめ

て少なくなり,成寮の 1塾および2型線維の特徴を完全

をこ殖えた2種喋の線維が同定された.これらの形態学的

所見は.視覚惟方向定位行動が牛後約 1--2かflL､1降で

初めて観察 されるという行動学的研究結果3)とよく合

致する.

結 論

H)順行性 トレ-普-としての bioc頭 nを涌いた方

法をこより,形態学的に明らかに異なる2種餌の LSか

ら LP接辞-の皮質視床線練が観察された.

(2)逆行性 トレ-普-としての WGA-HRP を涌い

た方法により,これら LS･LP核群投射ニュ-ロンは

Ⅴ層とⅥ層の両者に存在することが示され LP接辞に

おける1型線維はⅥ層の,また 2塾線維はⅤ層の超始細

胞からそれぞれ起こることが示醸された.

(3)LP榛群をこおける皮質視床線維の生後発達を分析

した結果, 1塾線維および2型線維の両者ともに開眼時

期より大幅に遅延 して成熟することが示された.
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