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ラット胃を支配する迷走神経起始細胞の分布および

その形態と胃壁内終末様式について

藤原克彦・相沢茂雄・杉田昭栄

Organization of the preganglionic neurons in the 

dorsal motor nuc1eus of the vagal nerve and their 

terminals， innervating the rat stomach 

Katsuhiko FUJIW ARA， Shigeo AIZA W A and Shoei SUGIT A 

Resume 

The present study was performed to analyze the neuroanatomical relationship 

between the brain stem and the stomach. Two methods were uti1ized to complete 

the study: (1) retrogradely horseradish peroxidase (HRP); and (2) anterogradely biocytin 

methods. We identified the distribution of individual parasympathetic preganglionic 

neurons projecting to four specific regions in both the ventral and dorsal stomach. 

These regions were identified as the cardia; fundus; corpus; and pylorus. 

General1y， both the ventral and dorsal stomach were predominantly innervated by 

the left and right dorsal motor nuc1eus of the vagal nerve (nX) respectively. Pre-

ganglionic neurons innervating the ventral and dorsal， cardia and fundus， were mainly 

distributed in the middle and lateral part of the nX. Innervating neurons of ventral 

and dorsal， corpus and pylorus， were relatively located in the m邑dialand middle parts 

of the nX. The cardiac stomach was also innervated bi1aterally by nuc1eus ambiguus. 

Nuc1eus ambiguus did not innervate other parts of the stomach. 

After HRP was injected separately into the cardia and fundus， distribution pattern 

of labeled cells in the rostro-caudal axis showed that labeled neurons were mainly located 

between 1mm rostral1y and 1mm caudal1y to the obex. A considerable number of 

neurons were noted extending from the rostral to the caudal end of the nX. However， 

after HRP injected into the both sides of the corpus and pylorus， many labeled neurons 

were restricted between 1mm rostral1y and 1mm caudally to the obex， with site specific 

organization. They were not widely located in the nX compared with the injection 

cases of cardia and fundus. 

After injection of biocytin into the ipsi1ateral nX， labeled preganglionic terminals 

and fibers were found in the musc1er layer of the stomach wall. Furthermore， the nX 

projected ipsi1aterally to the nuc1eus ambiguus. Consequently， the vagal nerve inner-

vating the stomach wall could be considered predominantly ipsi1ateral except for the 

nerve originating from the nuc1eus ambiguus. The parasympathetic preganglionic 

neurons innervating the stomach were mainly located near the obex. The fact that 
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vagal inputs to the stomach arise from the dorsal motor nuc1eus of the vagal nerve 

and nuc1eus ambiguus suggested a separation of vagal pathways controlling different 

gastric functions. 

諸言

R甫乳類の胃を制御する神経の一つである迷走神経の起

始核は延髄背側に位置する迷走神経:背側核と腹似IJに位置

する疑核であり，これらの神経核の同定に関して， 多く

の神経生理学的19，2.i)，神経解剖学的6.15.18，21，22.25.....間報告

がある。ところでラットは今日，農学・医学領域におい

て実験動物と して最も広く使用されている動物の一つで

あり 20)，消化吸収および代謝などの栄養学的研究に使用

される場合も多い。従って，この動物の消化管を支配す

る神経機構を明らかにすることは重要である。そこで本

研究は，その第一段階として胃の迷走神経投射様式を解

明しようとした。一方，ラットの胃は噴門部，胃底部，

胃体部，幽門部に区分される。また，これらの部位は機

能的にも形態学的にも大きく異なることが知られている

1，9，10，14，16，則。すなわち，胃体および幽門部は粘膜や筋層

の発達が顕著であるのに対し，噴門部と胃底部はそれら

の発達が弱く，薄い壁構造を示している。従って，ラッ

ト胃各部位を支配する中枢神経内に支配様式の相違が考

えられる。この点に着目した研究は幾っか見られるが2，.，

5，11，21，23，2ト 28にこれまでの報告ではラットの胃背腹両面

の噴門部，胃体部，胃底部および幽門部の全部位につい

ての神経支配様式を網羅した報告はない。例えば To

kunag a et a1.26) と Yamamotoet al.28lは胃底部，

Fig. 1. Ventral (A) and dorsal (B) view of the stomach. Asterisks show all the injection 

sites of HRP. Obex in C is zero level of the rostro・caudaldirection of the nX. 

Coronal section of the dorsal m巴dulla (D) shows the way to determine the location 

of the labeled cell (*). h and dh show the vertical and horizontal， respectively， 
distances from medial sulcus which is zero level of the vertical and horizontal direc. 

tions. Ca: cardia， Co: corpus， Du: duodenum， Fu: fundus， IC: inferior co1liculus， 

Pyl: Pylorus， ms: medial su1cus， nX: dorsal motor nuc1eus of the vagal nerve， Calibration 

bars: lcm in A and B， 1.5mm in C， 250μm in D. 



噴内部の区分をしていない。また，各部位を支記する神

経細胞集団の迷走神経背側核内の相互の位置関係につい

ては明確にされていない。さらに，これまでの多くの報

告は胃に投射する迷走神経節前細胞の同定を目的とした

ものであり胃壁の迷走神経終末まで明らかにした報告も

著者らの知る限り Connerset al. 3) のみである。そこ

で著者らは胃各部位の迷走神経支配様式を総合的に把握

すること，および胃投身す神経細胞の相互関係を明らかに

することを主たる目的として胃各部伎に衿経標識物質を

注入してその起始細胞の分布様式を解析した。さらに迷

走神経背側核内腎投射神経細胞の三次元的解析を行い，

胃各部位投射節前細胞の中枢神経内における局在関係を

明かにした。また， )1原行性標識物質を使い，胃壁内終末

様式についても明らかにしたのでそれらの結果について

報告する。

材料および方法

本研究には体重200~300 gのウイスター系ラット雌雄

37伊jを使用した。

逆行性細胞標識法:突験は胃を腹仮uおよび背狽uのI噴門

部，腎底部，宵体部，幽門部の計8部位に分け(Fig.1A，

B)，各々の部{立について 4例ずつ標識物質を注入した。

動物をネンブタール (30mg/kg)の腹腔注入により麻酔

し，腹部IE中切掬により胃を部j出した。その後，胃の各部

位にハミノレトンマイクロシリンジ (10μのを用いて30%

horseradish peroxidase (以下HRPと略す〉を 5μ6

注入した。この場合，マイクロシリンジの針が腎腔内に

貫通しないようにマイクロシワンジの針が媛膜下に確認

できるところで針の刺入を止めた。注入は一部伎につい

て数筒所 (Fig.1A， B， *印〉行った。注入後， 48時間

の生存期間をおいた後，動物を蒋び深麻酔下状態にし経

心的にワンゲル液 (500mQ)を流し駆血した。次いで1.25 

%グルタルアルデヒドと 1%パラホルムアノレデヒドを含

む燐酸緩衝液 (pl-I7.4)を 500mQ流し濃流国定した。取

り出した脳は一晩20%シュクロース液に浸し冷蔵庫にて

保存した。その後，脳は60μmの前額断連続切片に凍切

し， Mesulamの方法17)に準じてテトラメチルベンチジ

ンを用いて墨色反応、を施した。対比染色は中性赤を使用

した。

!願行性軸索標識法:本方法にはラット 5例を用いた。

動物を前述と同様に麻酔した後，脳定位装置に保定し，

後頭骨後部を剥離して背伊lU延髄を剖出した。その後，手

術用顕微鏡を用いて直視下で迷走神経智伊lIJ核(Fig.6A)

に，先端の直径約 30凶の微小ガラス管を装着したハミ

ルトンマイクロシリンジを用いて 2.5%パイオサイチン

3 

を 0.2~0.4μ 注入した。 24時間の生存期間の後，動物

を麻酔し， HRP法と同様にリンゲル液で駆血した後，

2%パラホルムアノレデヒド， 2%グノレタルアルデヒド入

り燐酸緩衝液 (pI-I7.4)500mQで‘潅流図定した。取り出し

た脳および胃は20%シュクロースに浸し，一晩冷蔵庫で

保存した後60μmの前額断凍結連続切片とした。なお，

胃は噴門部，胃底部，胃体部および幽門部に分けて薄切

した。切片は 0.1%ピオチンイヒHRPに一晩浸潰してジ

アミノベンチジンで呈色反応させ，中性赤で対比染色を

施した。

細胞計i)l，ijおよび三次元解析:延髄内迷走神経核内の胃

支配細胞の位置は次のようにして求めた。迷走神経背側

核および核内のHRP陽性細胞を顕微鏡装着の描商装置

で忠実に写した。次に吻尾側，内外伝.IJおよび背腹の零点

をそれぞれ門 (Obex)，正中溝 (ms)，第四脳室底と

し，それらの点から迷走神経背側核の細胞 (Fig.1C， * 
印〉までの距離を測定した (Fig.10， h， dh)。 これら

のデータをコンピュータに入力し，統計用パッケージ-

SASを用いて細胞の位置を三次元的に再構成し，図示

した。また，各胃注入部位ごとに迷走神経背側核をFig.

10のように内側部 (med)，中央部 (mid)および外側

部(lat)に分けて，その中に含まれる全日RP陽性細胞

数を数えて，各々の部位に存在する細胞の割合を求め

た。また，門 (Fig.1C， Obex)より政1尾方向へ lmmご

とのHRP陽性細胞の数を数えてその分布割合を求め

Tこ。

結 果

(A)逆行性細胞標識法

ラット腎各部位にHRPを注入すると，各注入i7uとも

HRP標識細胞は両側性にー叙IJ優位で迷走神経背側核に

出現した (Fig.2A)。疑核には噴門部注入例において

のみ両側j性にHRP錫性細胞が見られた (Fig.2F)。以

下各注入例および神経核ごとに記述する。なお，背側お

よび腹仮u胃へのHRP注入により得られた友右の迷走神

経背側核のHRP陽性細胞の様子はほぼ対称であったこ

と，また優位に出現した倶.Uにそれぞれの特徴が見られた

ことから写真表示は腹側部注入i7Uの左側のみとし，他は

表およびグラフで補うこととする。

1) 迷走神経背側核

a)噴門部 (cardia)注入例

HRPを腹倶u噴門 (Fig.1A)に注入すると左 (Fig.

2B)右の迷走神経常側核にHRP陽性細胞が見られたが

左側迷走神経背仮u被の陽性細胞が著しく多かった(Figs.

3， 4)。その割合は左側迷走神経背側核91%，右側迷走
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Fig. 2. Labeled ce¥ls in the nX and nuc1eus ambiguus after injecting HRP into various parts 

of the rat stomach. A and E show labeled ce¥ls in the left and right nX， and the left 
nX， after injecting HRP into the pylorus. Labeled ce¥ls in the left nX after injecting 

into the ventral cardia (B)， fundus (C) and corpus (D). Labeled ce¥ls in the nuc1eus 

ambiguus after injecting HRP into the cardia are shown in F and G. Labled ce¥ls are 

seen in the bilateral nuc1eus ambiguus. Area enc10sed by rectangle in F is shown at 

high magnification in G. am: nuc1eus ambiguus， nXII: nuc1eus of the hypoglossal 
nerve， Py: pyramidal tract， V4: forth ventric1e， Calibration bars: 250μm in A-E， 500μm 

in F，60μm in G. 
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神経背俣，ij核9%であった (Table1)。これら陽性細胞の 多くの陽性締胞が門を中心としてその吻側および尾側 1

迷走神経核内吻尾方向における分布を見ると門から 1mm mmの範図に分布していることが分かった (Fig.5)。迷走

吻側までの部位で最も多くのHRP陽性細胞が分布して 神経背側核を内保n部，中央部および外側部に区分して見

いた。また，少数の陽性細胞が門から 3mm尾側まで広く ると傷性細胞の分布は中央部で40%の値を示し最も多

分布していた (Fig.3)。三次元解析の結楽においても く，他は内倶ijおよび外側部に分散していた (Fig.4)。
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背側噴門部 (Fig.1B)に HRPを注入すると陽性細

胞は両側性に分布していたが右側迷走神経核が優位で，

その割合は右復U迷走神経核が96%，左側迷走神経核が4

%であり，腹側注入伊jとほぼ逆転していた (Table1， 

Fig. 4)。吻尾方向の分布について見ると， 門を中心と

して吻側 1m，尾仮U1 mの間に多くの陽性細胞が分布し

ていたが，腹側部注入例と同様に尾側 3阻まで陽性細胞

の分布が確認された (Fig.3)。 内外側方向におけるH

RP陽性細胞分布においては腹側注入例と同様に中央部

が最も多く49%の細胞が見られた (Fig.4)。

b)胃底部 (fundus)注入例

HRPを腹タlU胃底部 (Fig.1A)に注入すると， HR 

P陽性細胞は左 (Fig.2C)右の迷走神経背側核にみら

れたが，その分布割合は左側迷走神経背側核が81%，右側

迷走神経背俣U核が19%であった(Table1)。迷走神経核

内吻尾方向における分布を見ると門を中心とした吻仮U1 
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m，尾側 1mの範関に多くの陽性細胞が分布していた。

また，少数の締胞は尾倶U3 mまで散在していた (Fig.

3)。内外倶U方向の陽性細胞の分布は中央部が37%の{直を

示して最も多く，他は内側部および外仮U部に分かれて分

布していた (Fig.4)。三次元解析の結果では迷走神経

胃支配神経細胞は門を中心として吻側 1mと尾叙U1 mの

間に多くの細胞集団として存在しており，おおよそ噴門

部注入例に分布が類似していた (Fig.5)。

背側胃底部 (Fig.IB)への注入例においても HRP

陽性総胞は左右の迷走神経背側核に確認できたが，多く

の陽性細胞は右側迷走神経核に存在していた。左右の迷

走神経背側核の投射割合は右側88%，左側12%となり，

腹側注入例とは対照的な結果を示していた (Table1， 

Fig. 4)。迷走神経核内l身尾方向での HRP陽性細胞分

布は門を中心として吻倶U2 m，尾側 3mの広い範閣に分

布していたが，多くの細胞は門から尾俣.IJ1 mの関に分布

j 
Fund日s

':1.061 

X10-~. 
5 
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していた (Fig.3)。迷走神経内の内外側方向における

HRP陽性細胞の分布は腹側部注入例と同様に中央部が

39%の値を示し最も多く，次いで内側部，外側部の順に

なっていTこ (Fig.4)。

c)胃体部 (corpus)注入例

腹側胃体部 (Fig.1A)にHRPを注入すると HRP

陽性細胞は左 (Fig.2D)右の迷走神経背側核に左側優

位で見られた。その割合は左仮u迷走神経背側核66%，右

側迷走神経核34%であり，噴門部および胃底部と同様に

左側に優位性が見られたがその程度は低くなっていた

(Table 1)。また，迷走神経核内吻尾方向の陽性細胞の

分布は，これまでの噴門部，胃体部注入例が比較的多く

の陽性細胞が広範囲に渡って分布していたのに対して，

本部位注入例では問を中心として前後 l皿の問に局在し

ていた (Fig.3)。三次元解析でもその結果が顕著に示

され，多くの陽性細胞が限られた範囲で集団を形成して

いた (Fig.5)。迷走神経核内の内外仮11の陽性細胞分布

においてもこれまでの幽門部および胃体部注入例が中央

部で多かったのに対し，内側が34%で最も高い値を示

し，次いで中央部，外側部のI1煩になっていた (Table1， 

Fig. 4)。

背側胃体部 (Fig.1B)にHRPを注入すると， 腹側

胃体部注入例の結果と対照的な陽性細胞分布が見られた

(Fig. 3， 4)。すなわち，吻尾仮uについて見ると陽性細

胞の分布は門の前後 I皿の間に集中していた (Fig.3)。

内外側方向の分布では内側部が49%の値を示し最も多か

った。次いで中央部，外側部の順になっていた (Table

1， Fig. 4)。

d)幽門部 (pylorus)注入例

腹側幽門部 (Fig.1A)にHRPを注入すると，左

D 

Fig. 6. Injection site (nX) of biocytin is shown in A. Labeled vagal fibers (arrowheads) 

and nerve after injecting biocytin into the nX are shown in B. Labeled terminals in 

the ambiguus nucleus after injecting biocytin into the nX are shown in B and C 

(arrows). Area enclosed by rectangle in B is shown at higher magnification in C. 

Pregang1ionic terminal (arrow) and fibers (arrowheads) are shown in D and E. 

Terminal locates between longitudinal (LM) and circular (CM) muscles of the rat 

stomach wall. Ner. X: vagal nerve， nXII: nucleus of the hypoglossal nerve， m: mucosa 
membrane， Ca1ibration bars: 300μm in A，150μm in B， 75μm in C， 250μm in D and E. 
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Injection Total number Left medulla Right medulla 

sites of nX labeled 
nX a笠1 nX am 

cells 
Medial Middle Lateral Medial Middle Lateral 

Cardia 

ventral 43土 6 14土 3 17土 2 8土 3 7土3 1土 1 2土 I 1土 1 8土3
(n = 4) (33%) (39%) (19%) ( 2%) ( 5%) ( 2%) 

dorsal 279土39 8土 5 3土 1 O土 O 5土2 74土20 136土33 58土 9 7土3
(n =4) ( 3%) ( 1%) (0%) (26%) (49%) (21%) 

Fundus 

ventral 
(n = 4) 

322土83 83土32 121土51 60土19 23土 2 28土17 16土 7
(26%) (37%) (18%) ( 6%) ( 9%) ( 4%) 

dorsal 309土78 17土 7 12土 7 5土 3 97土25 121土48 57土29
〈ロ=4) ( 6%) ( 4%) ( 2%) (31%) (39%) (18%) 

Corpus 

ventral 359土119 120土68 95土43 18土 7 64土12 49土 4 13土 2
(n = 4) (34%) (27%) ( 5%) (17%) (14%) ( 3%) 
dorsal 358土50 9土 1 4土 2 0土 O 177土42 144土42 27土 8
(n = 4) ( 3%) ( 1%) ( 0%) (49%) (39%) ( 8%) 
ーーー・・ーー.......ー.....・---.......ー合唱............司 a・...ーー...ー........・・・ a・・ーーーーー・ー・伺咽晶骨噂伺・....・-ーー.....・・・ ‘・・.....‘ ー....亭亭骨.......・・・ーー，伺司

Pylorus 

ventral 405土139 184土71 146土36 10土 1 44土27 18土14 6土 l
(n = 4) (46%) (36%) ( 2%) (11%) ( 4%) く1%)
dorsal 176土25 8土 2 5土 1 。土 O 82土21 64土10 19土 3
(n = 4) ( 3%) ( 3%) ( 0%) (46%) (37%) (11%) 

Table 1. The number of HRP labeled neurons in the dorsal motor nuc1eus (nX) and nuc1eus 

ambiguus (am) in each experimental group， presenting Mean土 s.D.. Percent shows 

relative number of labeled neurons in each part of nX to total number of neurons. 

(Fig. 2E)右の迷走神経背側核に HRP陽性細胞が見

られた。それら陽性細胞は友側迷走神経核に83%，右側

迷走神経核に17%の割合で分布していた (Table1)。迷

走神経内吻尾方向におけるHRP陽性細胞分布は円の吻

伝U1聞から尾仮IJ2阻の間にほとんどの細胞が存在してい

た (Fig.3)。三次元解析の結果は胃体部のそれと類似

していた (Fig.5)。迷走神経核内の内外側方向の分布

は胃体部注入例と同様に内仮IJ部が最も多く46%の僚を示

し，次いで中央部が36%を示していた (Table1， Fig. 

4)。

背仮U幽門部 (Fig.1B)にHRPを注入すると， 陽性

細胞の分布は左叙U迷走神経核6%，右仮U迷走神経核94%

であり，左右の支配分布は腹側、注入例と逆転していた

(Table 1， Figs. 3， 4)。吻尾方向の陽性総胞の分布は

門の前後 lmmの範囲であり，腹側注入例に比較し限局し

ていた (Fig.3)。迷走神経核の内外側j方向の分布は腹

側部注例入と同様に内側部が46%の{直を示し最も多く，

次いで中央部の36%となっていた (Table1， Fig. 4)。

迷走神経背側核に見られた胃投射神経細胞の内，噴門

部および胃底部へ投射する迷走神経背倶U核の中央から外

側に見られた細胞は長径 15~20μmの細胞が主だったの

に対し，胃体部および幽門部へ投射するそれらは中央か

ら内側に位置し長径 20~25μmのものが多かった (Fig.

2A.E)。

2) 疑核

噴門部にHRPを注入した場合においてのみ陽性細胞

が左右の疑核に現れた (Fig.2F)。それら陽性細胞は径

が20~25μmの丸裂の細胞で、あった (Fig.2G)。 胃背お

よび腹側部への注入伊jにおいて左右疑核のHRP陽性細

胞の出現率には大差がなく (Tabel1， Fig. 2F)，本神

経核から胃噴門部への投射は一側優位支配を示さなかっ

た。

(B) 1良行性軸索擦識法

11頂行性軸索標識物質であるバイオサイチンを右叙U延髄

迷走神経背側核に注入すると (Fig.6A)，迷走神経とし

ていくつかの擦議された節前線維が、注入部位から腹外側

に向かい脳幹から出ていくことが破認された (Fig.6B，

arrowheads)。擦議された節前線維終末が注入il¥Uと背側

宵の翰走筋と縦走平治筋関に見られた (Fig.6D)。終末

はいくつかに枝分かれをしていた(Fig.6D， arrows)。

さらに節前線維が胃壁に沿って走行していることも確認

できた (Fig.6E， arrowheads)。一方，迷走神経背倶U
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核から延髄内投射を見ると本神経核から同側の疑核への

神経投射が見られた (Fig.6B， C， arrows)。

考 察

今回の研究により，右側迷走神経背側核は胃背側，左

側迷走神経背側核は胃腹俣uを優位に支配していた。この

ような左右迷走神経背側核の育支配領域の結果はこれま

での報告21.2ト 26)と一致していた。 一方， 胃各部位を支

配する節前総胞の迷走神経内における吻尾側方向の分布

に関して Okumuraet a1.21
)は胃各部位ごとの局在対応

があることを示唆しているが，本研究により三次元的に

解析した分布は彼らと異なり，その分布様式はより単純

化され2群に分けることがで、きた。すなわち， 1旗門部・胃

底部が属する前腎部を支配する細胞集団は核の吻側に集

団を形成し，さらに幾つかの神経細胞が核の尾侭jまで分

布していた。一方，幽門部・胃体部が属する腺胃部を支

配する神経細胞集団は迷走神経核の吻叙u部に限局してい

た。また，内外側の関係においては腺胃部のものは迷走

神経核の内側に，前育部支配細胞は外側に多く分布して

いた。このような結果は，ラットを用いた Takayama

et a1.25) ， Tokunaga et a1.26)の結果に類似していたが

Takayama et a1.25)はJltlt門部を Tokunagaet a1.26) 

は腎底部を除き，胃を 3部位にしか区分しておらず，本

研究の結采はさらに詳細な腎区分に基づいた迷走神経背

仮u核の胃への投射様式を切らかにしたといえる。 Mc-

Cabe et al.l6
)によるとi噴門部と宵底部は前胃部であり

腺組織の発達が弱いこと，一方，幽門部，腎{本部は腺組

織の発達が良いことより前腎部と後胃部とで機能的な違

いが明らかにされている。従って，迷走神経背側核の胃

投射神経細胞の分布様式が前胃部と腺育部支配により異

なることは妥当と考える。しかし，前育部と勝、胃部との

投射様式に相違があるものの両部位への投射神経細胞の

分布は問の前後約 1聞に集中しておりこの部位の細胞群

は関全域に投射していると考える。 このことは Nor-

man et a1.l9
)がネコの門より吻側約 lnnnの迷走神経背

倶u核の局部刺激により御門部および噴門部平滑筋の収縮

を記録していることからも支持される。

ところで迷走神経の胃袋投射様式は左側迷走神経が腹

側腎壁，右側迷走神経が背側胃壁を優位に支配している

ことは今回の結果および先の報告24-27)から明らかであ

る。

輸乳類の腎は発生初期においては他の消化管と同じ太

さの管でありこの段階では左側迷走神経は左側消化管壁

に，右側迷走神経は右側消化管墜に分布する7)。その後，

分化が進み胃が形成されるにつれ左側消化管皇室は腹倶u

に，右棋u消化管壁は背側に約90度回転することが知られ

ている山。従って，胃背側部が右側の，腎腹側部が左側

の迷走神経背側核に優位に支配されるという今回の結果

はこのような現象を反狭したものと考える。また，今回

の結果では，前胃部は迷走神経背側核の中央部，腺胃部

は内側部からの投射を多く受けていたが迷走神経背側核

の内側部は幽門部と胃体部のガストリン分泌を，外側部

は前胃部の神経制御を司ることが報告されており 21)，今

回の我々の神経解剖学的結果もそれを裏付けることとな

った。さらに Paganiet a1.22
)はネコで我々と同様な

結果を報告している。従って，このような投射様式は晴

乳類の共通した現象であることが示唆された。

一方 Tokunagaet a1.26
)は迷走神経背側核の腎投

射神経細胞のうち約75%はアセチノレコリンエステラーゼ

陽性締胞であることを報告している。 また Higgins

et aI.B)はニ品ーロテンシン様物質が迷走神経背側核の

外貌uに多く分布していることを示しているが，このよう

な神経活性物質含有級般の分布と今回切らかになった迷

走神経背側核における胃投射神経細胞の分布との関係に

興味がもたれる。

さらに本研究では噴門部のみが迷走神経背仮u核以外に

延髄腹側に存在する疑核からも投射を受けるという結果

な得た。 Takayamaet a1.25)は噴門部および小潟に，

Tokunaga et a1.26)は噴門部に HRPを注入した場合

のみ疑核にHRP揚性細胞を認、めている。ところで，疑

核はネコでは喉頭，明頭および食道および胸部内臓を制

御することが知られている16，27)。また，噴門部は食道の筋

!習が胃に移行する部位である14)。これらのことから噴門

部が疑核からの投射を受けていることは妥当と考える。

また，著者らの行ったi設内部注入例は彼らの小湾の始ま

りに相当するので Takayamaet a1.25)の結果と本研究

の結果は矛盾するものではないと考える。さらに本神経

核から胃壁への神経投射は左右の優位性が見られなかっ

たが，この結果は Takayamaet a1.25) と一致してい

た。このことより疑核の腎への神経投射様式は迷走神経

背側核の胃支配様式と異なることが示唆された。さら

に，本研究で疑核は同側の迷走神経背仮u核からの神経投

射を受けていたが， Kalia and Sullivanl2
)も同様の報告

をしている。このことは中枢神経内部においても胃神経

制御の二重伎が存在するをこと示唆するものと考える。

一方，迷走神経線維の節前終末の胃壁の分布について

は報告が少なく，著者らの知る限り， Connors et a1.3) 

のオートラヂオグラフィー (R1)法による報告のみで

ある。彼らの報告では，迷走神経背仮u核にRI標識物質

を注入した場合，胃墜における標識銀穎粒は粘膜下層お



よび:5jZ滑筋層向に多く確認されたと報告している。今回

の我々の笑験ではバイオサイチン標識終末は輪層筋と縦

走筋の間で確認され，彼らと同様の結果が得られた。し

かし，本方法ではラットの迷走神経核が極めて小さいた

め，胃各部位へ投射する各々の神経細胞集団に対応した

照行性擦識物質の注入ができず，前述のHRP法で明か

になった局在性を裏づけることはできなかった。
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摘要

1. 逆行性細胞標識法 (HRP法〉によりラット胃の腹

側および背側はそれぞれに左側および右側迷走神経背

側核から俊{立な神経投射を受けていた。

2. 胃各部位について見ると噴門部および腎底部に投射

する迷走神経背側核神経細胞は門を境として前後 lmm

の聞に集中しているものの尾側約3阻まで確認され

た。一方，胃休部および幽門部への投射神経細胞はほ

とんど問の前後 lmmの間に限局していた。また， J噴門

部および胃底部へ投射する細胞は迷走神経背側核の中

央部，胃体部および幽門部へ投射する細胞は内側部に

多く分布する傾向を示していた。

3. 胃噴門部は他の部位と異なり，延鎚波側の疑核から

の神経投身すを雨伊w性に受けていた。この場合，左右の

優位性は見られなかった。

4. ]1慣行性軸索標識法(パイオサイチン法〉により迷走

神経背側核からは向側の疑核に神経投射が存在するこ

とが分かった。

5. 左側j迷走神経背倶ij核にバイオサイチンを注入した結

果，腹側胃壁の基底隠に迷走神経背仮ij核由来の擦議終

末を確認できた。
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