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1m仙討舶血chemfs的and dauble fluores腿鵬hm脚dI論証hemistry: To determine肋e distribution of FGFl ,
Brainstem samples were ciyosectioned into 20]iM sections and the sections immun鵡Iained in free‑floating

medium峨h art也bodies喝血醜由Fi and C仙me acatyftransferase (ChAT) ‑ bi耶曲f iof choTm明知neurons.

The percentage of FGFl immunorea叫in c仙加rgic帆rons ㈱S ak° quantified for each choliner如
nucleus. Immunostainmg was al的carried out using anti‑Tyrosine Hydroxyiase汀叩for cate血曲抑mercp
neurons.

Mapping of FfiFI Imm川reactivity: To determ加肋e d蜘恥ution of FGFl in軸e medula伽gate, we mapped
e FGFl using camera lucI血technique; preparing血耶immab'c rep指名耶鵬bns of the Immun曲n)喝
observed in IHC.

Results & Discussion
.

.

̲

.

FGFl的lmunorea叫was observed in the n則舶cell bodies and neural pr∝淵鳩, with no staining
bseived in gliat cells. We obse間d an exten如FGFl immunoreactivity of ChAT一曲ined neurons in the
盟;霊ucleus(HG),thenucleusambiguus(NA)andtheladainude
l。calizedt。ChATinthesenuclei;HG‑70.5%,NA‑83.9%,霊芯Thefgf‑1immunore
ChAT ln these nuclei; HG ‑ 70.5%, NA ‑ 83.9%,

and Hg ‑71.7%. We曲o observed

scatt的d
neurons in the raphe m喝nuB帥d inferior oI輸血加d for FGFI.
‑71.7%.Wealso。b
In the do帽a) motor nucleus of the vagus 【湖NV), we observed ma血d吋Iower FGFl immunoreact叫as
compared to other cranial nuclei. Colocalizatfon of FGFl to ChAT・poS稚如neurons was also markedy lower, at

16.3%. FQFl immunoreac岬was observed mainかh伽Iateral region of the DMNV and was relatively嶋her
in the rostral DMNV (20.1 %) as compared to caudal DMNV (ll.9%).
FGFl immunoreactivi吋was also observed ln帽urons that were not ChAT‑positive neurons, in the DMNV.

DMNV is presorted to contain catecholamlnergic neurons (adrenergic and noradrenergic) a岬t from cholinergi
neurons. TH‑lmmunoreactlvlty did not colocallze to FGF‑1事mmunoreact叫
Conclusion:

ttFttttt1‑ttthttht一′t°

Mapping of FGFl cHstobutlon in bralnstem of cynom軸us monk叫肋朋加地鵬was successfully carried
out. FGFl was found to d蜘ribute to cholinergic nuclei of the medulla oblong由. Similar to previous report is
rodents; FGFl fmmuno怜activity was markedly lower in伽DMNV貼compared to other cranial nuclei.
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FGFlは神経細坤によく弟現しており、神麓保蝶や神経再生作用を有している。コリン作動性
ニューPンにおけるFGFlの低菟鼻は、その脆弱性に関連している。これまでに、げっ歯類の崩
におけるFGFlの発魂分布や梯能についての報告はみられるが、霊長類の脳における分布や織能
は明らかになっていない。そこで、カニクイザルの延髄を用いてFGFl、およびコリン作動性ニ
ューロンのマーカーであるコリンアセチルトランスフェラヤゼ(ChAT)の分布と共局在につい
て検肘を行い、以下の点を明らかにした。
1) FGFlは舌下神路検、迷走神轟背側運動嫁(卸Ⅳ) 、疑検、顔面神島壊、大鳥線棟および下
オリーブ核のニューロンに弟現していた。
2) D脚Ⅴでは外側部にFGFl捗性細胞が罷められ、その割合は他の神経棟に比較して明らかに
少なかった。
3)舌下神経核、疑検および顔面神経棟では、 FGFlとChATの共発現細胞が多く膿められるが、
DMNVでは共発現の割合が顕著に低い。
4) DNMVにおけるFGFl馳性・=ユーロンは、ノルアドレナリン作動性ニューロンおよびド‑′1.
ミン作動性ニューロンではなかった。
本輸文は、悪長類の準髄におけるFGFl陽性コリン作動性ニューロンの分布について新しい知
見を与えたものであり、最終賦験として始文内容に関連した拭間を受け合格したので、挿士(医
学)の学位輸文に催するものと絡められた。
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