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ラ ッ ト 扁 桃 体 外 側 主 核 の 入 力 線 維

1.HRP法とNauta法による検討
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Thelateralprincipalnucleusofamygdaloidcomplex,att-helateral border and

theventralpart,isdemonstrat･edtocontainzincbyt,hesulfidesilvermet.hodofTimH1.

West･udiedontheoriginoftheterminalsinthepositionsshowingapositivereaction

withthemethodofTimm byusing lIRPandNaut.amethods.Theinjectionsofhorse-

radishpeTOXidase(HRP)weremade立nto洩e五段もeTalprincipalnucleus. LabeledTe露呈onS

bytiRPwerecoagulatedelectrically-andthedegellerating点bersinthelateralprincipとIl

nucletlSllJereeXalllilled.

Itisshownthat-thelateralprincipalnucleusof amygdaloid complex has mEln,V

a打erent.fibersfrom pirif'Orm cortexinagreementwith the 員eldsshowing apositive

reactionbytheTimm method.

Keywords:amyg(1(lloideolllPlex,later.alprincipalnueletIS,Ⅰ王RI),Nauta

与I,潤巨体.外側rj:.棺,liRP,Nauta

扇桃体には亜鉛の存在が証明されている.扇桃体の中

はい くつかの塵接に分けられているが,そのうち外側主

核はその外側線と腹側部で亜鉛反応陽性を示す呈)2)亜鉛

については海馬で詳 しく研究されており,書状神経終末

に亜鉛が存在することが明らかになっている3)那

著者はこれまで各種嘱乳動物扇挑体のゴルジ構築学的

Reprintrequestst･O:ltaekoll()SHl＼し),

DepartmentofAnatom.V,.Niigyata

Universit･yScLhoolofA.:1edieineNiigat.a

City,951JAPAN.

研究を行い号扇桃体重榛の細胞の種板や入力線維の終末

の形態などを検討 してきたが5)6)7㌔ 扇桃体には海馬で

みられるような苔状神経終末は観察されなかった.

轟桃体外側室横で亜鉛反応陽性を示す領域の線維がど

こに挺始するものであるかを調べるため, hoyseTad呈sh

lY_,rOXidこtSeけiItl)1法上Nautこl法､しこに上って検討 した.
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材 料 と 方 法

1. HltP法

本Li:･験には250-350gw (･り:i･･′卜15しこキを用し､た.

-巨 -/-L'L--1IL麻酔 卜に F用畔)扇桃体外IRrH:.核に0.86

0.)牛理的食配水で溶かしたこi(10.HRl)LSi打11こ1:1〉･l九,Ⅵ1

㌢(I.01IEl汁人Lだ.川il-'注 入に際しては.′＼ミPiト

ン(･r)汗射針し')先端iこ内径約 50IEm ハjJ:)'くト ､ヾ･′卜を

上り-,亡十 脳(･7滴i頂部LL.I)垂直に刺し圧力式で行--_､た.

撒湖溝l定 し.脳て‖r･打 出 し 二.'-二川､描帥1肘':碇;液にて練

固定 Lた. 5% しょ糖を含む リソ酸緩衝液にて一晩洗っ

r-,,'ミJベン-ト二､1ン液に約二3()分間浸透させ,続いて300L)

過酸化東索を含む3,3pジア ミノペソチジン液に移 して

酸化反応させた.細胞構築学約に脳部をはっきりさせる

た軋 ('t-(.syl＼･iol(､1て紺 七染色 HJ_.

2. Naut.a法

泰繋験をこぼ250-300gw のラッM7挺率を涌いた.

ネソブタ-ル麻酔下に,HRP注入をこよって逆行性標

識細胞が認められた脳部の片側をエナメルステソレス線

電極 (径 200pのエナメルステソレス線を諾審接斎剤で

かため,尖端を露出 したもの)で電気的 纏V♯30秒間

通√i.臣 に凝L.7欄を壊 した. Itl後.-巨 --/Lト ー′l麻酔 卜に

1000ニトJt∵､･11ン液て激流囲定 し､.qE絹,坪こ･J)('t廿 , 1-2

日刷■J'Jl.I;]定液に保TI-1した. I/-り--t･_り1/含有L711()00.i-1Jir.

りン液に 一晩 大畑 二i()/Lm 厚L.71前鮪断,水平断凍結切片

とし..NこIutこlL畑こて鎮釦 tた.そ して扇眺体外側主核

(')変性線維 ,を観察 し.LlこITllL,rこllu(､i〔lLlをmL､て記載 し

た.

尚.扇桃休亜技ハ分実損二丈小池 I1.日9(iこいH..に.略字は

＼'(ilsrIlL190(う9.19日)ln1に従一言二.

結 果

A.HtモI'注入

扇税額外側主格の外側縁 (亜鉛反応陽性の領域)に限

局 して HRPを注入することは困難である.ができる

だげ外包に近 く, しかも外包の中に HRPが鉱がちな

いよう努めた く図 1).

扇挑体外側主核-の HRP注入によって,逆行性標

識細胞は同側の梨状葉皮質 (扇桃体周辺皮質),前障の

旗側部,海馬台,そして両側の視床下部弓状按に認めら

れた.

図lIIRP注入郡.左tE冊 Ij頭空前翫断 ＼5

(｢resylvioletで対比染色.

h･.I:外側1:.棺 l):内側核
T':(目礼‡二校 Ii:皮質棺

T:内粧 打ち､ i(:介在棺

ll::申 心 技 el:前 障

C.px:外 ld
F.工∴:喚 溝

Pir∴ 梨伏葉

S.T∴ 分界条
().T∴ 視 索

梨状葉皮質で111､､才=/こ標識細胞は.外側主核に対応-jJJ

る皮FEi-部で喚溝､い川鋸畔)部''Iで卦･守二.層的には皮質

の深層部で (Vこ11＼TtH･(it-､Il､〔f)n-TV層)､中等大もしく

はやや大型L･')紡錘状たいし錐体状し欄11胞に tpIIiP 粍粒

がとりこまIlていた し図 2-A.Ⅰ主~).

I-1~Rf'注入部位が外側 卜桂川拍部に.1トー､た時.F冊勘二

標識細胞がみられた.標識細胞は前障の腹側部で,球状

扇桃体外側塞榛の後部をこ HRPを注入 した時にはき

数はわずかであったが海馬台をこ標識細胞が認められた

(図 3-鬼).HRP額粒のとりこみ畳が少なく反応は弱

か-､た.

視床下部での逆行性標識細胞は両側の弓状核で密にみ

られた く図 3-A).この標識細胞は HRP を扇桃体外側

主核の前部 ･中東部 ･後部に注入 し た す べ て の 場 合 をこ 認

められた,
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図 2 HRP標識細胞

A:梨状葉皮質 (左の方が脳の表面)×10
B:梨状葉皮質の細胞 x50
e:前障の細胞 ､ヽ5()

矢印は前障を通過 して梨抹葉-向う線維

fl.Nauta法

稿桃体外側主核に rlttl)を注入して後.逆行性標識

細胞が認められた脳部-梨状葉皮質,前障腐側部,海馬

台,視床下部弓状核-を凝固破壊し書扇桃体外側主核の

変性線維を観察 した.そしてこれら変性線維の分布と亜

鉛反応陽性の領域とを比較検討 した.

梨状葉皮質の破壊は,凝固範囲が醸薄より懐剣で皮質

をこ限られるよう注意 した (国 連皮質のすぐ内側で,輿

包の外側をこぼ前障があるので凝固範囲が前障にまで及ば

ないようにしたう.梨状葉皮質の破壊をこよって扇桃体外

倒立核に多くの変性線維がみられた.前額断切浄土 (図

5-A,図 6)では変性線維は凝固部位から内側方に走り,

外包を横断して扇桃体外倒立榛に浅 く入っていた.水平

断切トトト (図 5lB,図 71では.変性線維は凝囲部位

から内側やや前方をこ走り,外包を斜めに通過 して外側主

格に挽 くÅっていた.変性線維の一部は外包の率をさら

に前方にすすみ, 前交連に達 していた.しかし反対側の
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図 3 fIRI-標識細胞

A:海馬台の細胞 ×50
B:視床下部弓状按 x5

外側主横には変性線維はみられなかった,

前障腹側部の破壊では,凝固部位を前障に限局するこ

とができなかったので明確には言えないが,扇桃体外側

室横の前部をこ多くの変性線維がみられた.

海馬台と視床下部弓状核を破壊 した時には扇桃体外側

圭榛に変性線維はみられなかった.

ま と め

扇桃体外側主格の亜鉛反応陽性を示す領域の風力線維

の起始部を知るために HRP法と Nauta法とを試み

た.

Å力線椎の起始部は 錯RP法をこよる標識細胞の存在

で知ることができる, しかし HRPを注入する場合,

注入部をできるだけ小さくできたとしても,針の経過 し

た脳部に HRPがとりこまれたり,別人針を伝って漏

れたりするので,今回の MRP注入実験は扇桃体外側

室核の武力線維の超絶部を探す目やすとして行った.そ

して HRP注Aをこよって逆行性標識細胞が認められた

脳部を破壊 しチモの変性線維を観察することをこよって起
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図 ･4 梨状葉皮質し-Tll破壊郡付 し矢印INllut.･1鍍銚染色 ＼5

^:左隅の前轍断 B:~ti■脳し')水車断

八･1:外側圭校

(∴ex:外 'd

l√.r∴喫 溝

FJ:申し､棺
O.T.:板 東

S.T∴分卑笑
V,I..:側脳室

図 5 扇桃体外側1:_棺に入る変性線維 (矢印1

Natlta鍍銀染色 ＼50

Å:左脳の前額断 B:右脳の水平断

M:外側重縁
C,.ex∴外 包
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図 6 梨状葉皮質を破壊 (矢印)した後の変性線維の分布の横型図
前額断

A:外側主核前部の断面

B:ほほ中央部

C:被壊部 (矢印)を通る断面

D:後 部
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図7梨状蒙皮質を破壊した後の変性線維の分布の模型閑

水平断

A:外側董榛の凝も背側の部

B:Aのやや腹側部

C:
ほぼ破壊部を通る高さ

D:腹側絹
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始部をより正確にすることができると考えた.

窯験の結果,扇桃体外側主格は泰接をこ対応する梨状葉

皮質か(一席に線維を受けていることがわか一寸二.

VeL,=ingi19'lH日 2㌧ wakeliL,ld(197913㌧ 1980トト).

RuSsehが1日982)15)は扇桃体の主横 (外側蓋横,車間

主核,内側主横)をこHRP を注入 L,梨洗薬底質をこ逆

行性標識細胞をみている.これら標識細胞株 HRP注

入部位か外側i∴桟にある時に(I+J]廃藩ハす く..脂側U)梨状集

成蝕 ::._ムZ､,Il.注入部位か中問主核 ･内側_l･'.秩.r::_ある時

には梨状葉慮贋のさらをこ腹側をこみられるという.ここで

(,r)JL;験でも同 L結果;,l吊車､,木ナ∴

梨状葉皮質の破壊によりで変性線維は凝固部位から内

側方に走畑 外包を斜めに横切って扇挑体外側主核に挽

く太りているのが観察された,奉榛の深部では変性線維

はわずかであった.これらの線維は梨状葉から海馬へ

あるいは扇緋鯉の内側方の藤枝へ行 (通過線維であると

思われる.外側主格における変性線維o)分布は室に外包

をこ近いところで,亜鉛反応陽性の部位にほぼ∴致 した.

轟諒降旗側部の破壊では,凝固部位を緋 壁卵射 こ限局す

ることができず,その範囲が梨状葉の深層部に蜜で及ん

だため明確をこぼ言えないが,外側主格瑚拍部に多くの変

性線維がみられた.高等噛乳動物では,扇機体外側玉枝

は前部で前障と接 Lており,互いに線維連絡があるかも

し新吉い lt;

扇機体外側 王接への HRP注入によ--,て海馬台と視

床下部弓状核に標識細胞が認めに,わたが,破壊奨駿の結

果両者とも外側 王様に変性線維はみられなかった.海馬

か1､､砧桃休-､＼〔7)投射に-,いて Morrisl)llill,(1980IE7'

は,海馬の電気刺激によ-一きて外側~王様でほんのわずかの

unitresponseを,i-.-,てい子:'.

Kこ1(-)ltx!ri､.Ll打 71ト.付719日＼iLLr冊諒1異質の外側部

talcorte＼かi--'扇構体外側 L1.校-線維.I/iきてし､･-::〉二∴

をみている.これら殿線維 も養横の入力線維として考慮

していきたい.

今後,外側主核をこおける亜鉛を含有する神経終末の分

布と,それとほぼ一致する梨状葉皮質からのÅ力線株の

終末の分布とを電題的に検討 していきたい.

要 約

扇桃体の外側主核はその外側線と腹 側部で亜鉛反応陽

性を示す.これら陽性を示す領域の神経終末がどこに麗

始する細胞のものであるかを調べるため, HRP 法と

Nauta法とによって検討 した.

外側主核に HRP を注入 し逆行性標識細胞の分巾を

検索 した.また標識細胞がみられた脳部を凝固破壊 しき

外側主核(,I)変惟線維を観察 した.

その結果,窟横棒外側主核は梨状葉皮質から亜鉛反応

陽性領域をこぼは一致 して多 くの入力線維をうげているこ

とが明(,か上在-､上.

櫓を終えるにあたり,御助言と都校閲を賜った布

施栄明教授に謝意を表わすと衆に,研究_ETJ多大な御

協力をいた上し､上野崎欽叱 高橋成冶各技官に深謝

致 します.

尚. 本論 文L')要旨は第 9:1回1-卜本解剖学会総会

(1989.宮崎)にお し､て発 t̂Lた.
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