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日本における安全性試験研究の中心
的役割を果たす責務

 国立医薬品食品衛生研究所は、明治７年（1874年）に
医薬品試験機関としての官営の東京司薬場として発足した、
わが国で最も古い国立試験研究機関
 医薬品や食品のほか、生活環境中に存在する多くの化
学物質について、その品質、安全性及び有効性を正しく評
価するための試験・研究を行う厚生労働省直轄の研究所
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感情と記憶

• 体験例：

経験に感情が伴う場合、記憶は長く鮮明になる。

強烈な恐怖は時に、記憶を阻害する。

• 臨床例：

鬱病や総合失調症には、記憶力低下がともなう。

仮説：記憶のシステムと情動のシステムは互いに独
立でありながら、どこかで相互作用をしている。

→ 研究目標：どこで？どのように？

海馬

扁桃体

視床下部
情動

記憶

対象となる脳部位とその機能
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本日の講義内容
1. Hippocampus(海馬）

2.Amygdala(扁桃体）

3.Hypothalamus（視床下部）

12. 扁桃体[扁桃核複合]

21. 海馬

19. 乳頭体

13. 視床下部

大脳辺縁系
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海馬: 新しい記憶形成に必須

即時記憶、視覚性短期記憶は正常
近似記憶（食事の内容、身の回りの世話をしてくれている人など）は悪い
手術前さかのぼって２年前（３０年後では１１年）より古い記憶は保持されている。
知能検査結果には変化がない。

ＨＭの外科処置：両側海馬を含む両側側頭葉内側面切除

RBの剖検：海馬ＣＡ１神経細胞死

症例R.B. 
冠動脈バイパス術後１時間の虚血、記
憶障害
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ラットの海馬の位置とスライスの作成方法

大脳皮質から海馬への信号の流れ

嗅内野に入った信号は、II層からDG－CA3－
CA1－海馬台と順々に伝わって行く。
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海馬シナプスの可塑性：
記憶のシナプスメカニズム

情動をつかさどる脳の部位

怖いなぁ。

不安だなぁ。

嫌いだ。

緊張するなぁ。
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情動と感情の定義の違い

情動：固体生存維持のための利益に近づき、不利益から身を遠ざける
行動を生む生体機構に基づいて発現する反射的行動。

ゾウリムシ・線虫・ショウジョウバエにも観察できる行動。
高次脳機能を持つ動物には学習によりコントロールされうる。

感情：情動に伴う身体応答を認識し、脳内に形成され、想起される。認
知機能が関係するので、ヒト以外の動物での存在は現時点では
証明できない。神経機構が明らかになれば、どの動物種から存
在するかが明らかになる。

研究対象としては、観察できる情動を扱う。

情動反応とは

• 驚き、恐怖、怒り、不安、闘争 ⇒ 交感
神経機能の亢進

• 平安・休息 ⇒副交感神経機能の亢進

• 慢性的なストレス ⇒交感神経系、副交
感神経系の両者

•接近行動
•回避行動
•攻撃行動

情動行動

身体反応
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扁桃体の機能

• 好き、嫌いの感情

• 攻撃性、怖れの表情などの表出

• 不安や恐怖に対する身体応答の表出

• 他者の感情の理解

嘘発見器

• 一号機：１９２１年アメリカ・フォーダム大学のウィリアム・マーズトン教授は、嘘は血圧
に影響するという理論に基づき、カリフォルニア州警察本部長のオーガスト・ヴォル
マーが嘘発見器第１号を作製。ハイドロフィグモグラフ、血圧測定器を利用した嘘発見
器。小さな動揺にも反応し、嘘を見破った。

• どんな嘘でも見破る機械が発明されたと宣伝されたため、地元の犯罪者たちは、こ
の装置を見ただけで、耐え切れずに自白。

• 器械の改良：血圧のほか脈拍や呼吸速度、発汗量も同時に測定できるようにした、
カーディオ・ニュモ・サイコグラムが使われるようになる。

• 限界：長時間尋問され続けると、血圧や脈拍を左右するアドレナリンの分泌低下。露
骨な嘘をついていても、反応しなくなる。機械使用は１回３分まで。

精神性発汗が起き（指先のセンサーが感知する）
血圧が12㎜Hg以上あがり（腕のセンサーが感知する）
呼吸が乱れる（胸と腕のセンサーが感知する）

声の震えを検出

身体応答： 呼吸、脈拍、皮膚電気
反応、心拍数など複数の生理的応
答を計測するポリグラフ

fMRI

その他の嘘発見器
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不安と恐怖の違い

• 恐怖は行動の表出であり、不安は行動の
抑制である。

• 不安は嫌悪刺激があっても恐怖行動には
ならない。

• 不安は恐怖を予想させる。

Kluver-Bucy Syndrome
Transverse planes of fluid-attenuated 
inversion recovery (FLAIR: TR/TE/TI = 
8000/120/2000 ms) imaging at the level 
of the amygdala (A) and hippocampus 
(B). Symmetric cavitary and laminar 
hypointense lesions on FLAIR extend 
from the amygdalae to the lateral 
temporal lobe cortices (arrows). 
Hyperintensity is detected around these 
lesions and the hippocampi (arrowheads) 
on FLAIR. 

The dog did not recognize her owners, did not 
vocalize, and changed her personality to being 
obedient and friendly to everyone. The dog did 
not react to calling or any noise, and was not 
startled by any loud sounds. In addition, the dog 
ate anything around her such as towels, shoes, 
stool, etc. (pica). Veterinary Neurology & 
Neurosurgery 

扁桃体が破壊されたネコの
異常な性行動
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Kluver-Bucy Syndrome
まとめ

• 視覚失認

• 感情鈍麻、無関心

• 過剰反応

• 口唇傾向 過食

• 性格の変容：従順、我儘、怒りっぽい、鬱

• 性欲の異常な亢進

ヒトの場合さまざまな神経疾患（ヘルペス脳炎、アルツハイ
マー、脳外傷、脳血管障害、脳卒中、などと関連して起こるこ
とがある。

情動に関与する脳部位(ラット）

逃避・すくみ行動を起
こす不快情動に関与す
る脳内部位

快感を起こす脳内部位
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扁桃体での恐怖条件付け記憶の形成

神経回路Fear conditioning

Slice preparation and arrangements of stimulating 
electrodes

B

C

D

E

F

G

H

Cortical afferents
(External Capsule)

Thalamic afferents
(Caudate putamen &/or
Amygdalostriatal transition)

LA
Ce

BLA
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情動の制御 ：前頭連合野

• 意志決定・行動決定と情動

• 認知と情動

情動の適切な表出と社会適応

前頭連合野損傷例：フィネアス・ゲージ 鉄道会社技師
気まぐれ、非礼、下品、頑固、短気、移り気、優柔不断

前頭連合野損傷例：フィネアス・ゲージ 鉄道会社技師

Science 264 1102-1105 (1994)

ハーバード大学Warren Museumに保管
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行動の種類
１．生得行動

特別の処置を施さない環境下の一般行動
２．習得的行動（学習行動）

条件反射
オペラント行動

オペラント条件付け学習とは：
動物が自発的に働きかけた結果，行動が変化する。
自発的行動がもたらした結果が，次の行動を決定する因子となる。
試行錯誤により行動と結果の相関関係が学習される。

行動の動機づけとしての情動（快と不快）
報酬による強化学習
恐怖条件付け学習

オペラント学習を強化する因子
正の強化子：餌・水・脳内刺激・薬物・運動
負の強化子：電気ショック，嫌悪刺激（臭い，音，光など）

オープンフィールド刺激後のFos陽性細胞の分布

Home Cage (HC) (No99) Open Field (OF) (No103)

視床下部と海馬
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オープンフィールド刺激後の
海馬内のFos陽性細胞分布

Images of Fos positive cells of five serial sections were overlapped in a section

Home cage (HC) (No113)

CA3

CA1

CA２

DG

視床下部の一部分（上乳頭体核）の損傷で海
馬神経細胞活性は変化するか？

破壊手術

オープンフィールド2h Fos免疫染色

Lesion ラット
3日

Sham ラット
擬似手術 生理食塩水注入

イボテン酸注入

Lesion < 20 %・・・4/9 ペア

Fos 陽性細胞の規格化カウント

0
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%

LesionSham

Sham（生理食塩水） Lesion（イボテン酸）

500 μm
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上乳頭体神経活動による海馬機能の調節

空間学習においては、上乳頭体からの情動信号が
海馬で統合され、空間学習が促進される。

• 上乳頭体神経活動は、空間学習を促進する。

∵①空間学習訓練、強制水泳、拘束ストレス、恐怖条件付けでFosが発現する。
②新規環境、低温・高温環境、高架式十字迷路への暴露でFosが発現する。

③低濃度ベンゾジアゼピンの作用部位である。

• 上乳頭体神経活動は不安・ストレスに関連している。

∵ ①上乳頭体を含む乳頭体核群の破壊により、空間学習障害がおこる。
②上乳頭体以外の乳頭体核破壊では、空間学習の障害は弱い。

③上乳頭体の破壊では、空間学習の障害は起こらない。

コルサコフ症候群

• 原因：アルコール大量摂取の長期ビタミンＢ１（チアミン）欠乏による多発性神経炎
（神経炎についてはWernickeが同時期に発表

• 症状：記憶障害を中心とする症状をコルサコフ症候群と呼ぶ．

• 記憶障害：現在進行中の出来事の記銘障害，逆向生羨望，作話，病識の欠如

別称：Korsakoff psychosis; Alcoholic encephalopathy; 
Encephalopathy - alcoholic; Wernicke‘s disease

写真：Sunderland 大学 薬理学教室ＨＰ

Wernicke-Korsakoff encephalopathyの病理標本.

第三脳室周辺の色素沈着 乳頭体の変性：Wernickeの急
性期 急性出血

Korsakoff, Sergei
(生1854-1900没) 

1887-1889年に発表
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神経のつながり：シナプス

神経細胞の電気信号
★中枢神経･末梢神経・神経伝達物質
★末梢神経の遠心性神経が作るシナプスの神経伝達物質
●中枢神経内シナプスの神経伝達物質

伝達物質名 作用神経

興
奮
性

アセチルコリン ●
★

運動神経末端･自律神経節前線維･
副交感神経節後線維

ドーパミン ● (中脳の黒質、被蓋に存在）

ノルアドレナリ
ン

●
★

交感神経節後線維

アドレナリン ● (延髄の網様体に存在）

グルタミン酸 ● (大脳皮質、海馬、小脳での記憶・
学習）

抑
制
性

γ－アミノ酪酸
(GABA)

● (大脳皮質、大脳基底核、海馬、小脳）

アデノシン

グリシン

●

●

(大脳皮質、大脳基底核、海馬、小脳）

(脳幹、脊髄（レンショウ細胞））

脱分極

過分極
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気分・感情と伝達物質

統合失調症（精神分裂病） ドパミン
躁鬱病 セロトニン
不安感 ＧＡＢＡ
ストレス ノルエピネフリン
多幸感 オピオイド
眠気・倦怠感 ヒスタミン アデノシン

乱用薬物の標的

• セロトニン受容体

• ドパミン受容体

• オピオイド受容体

• カンナビノイド受容体

• ＮＭＤＡ型受容体

• モノアミントランスポーター
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薬物の乱用を取り締まる主な法律

麻薬および向精神薬取締法
コカイン、モルヒネ、けしの実の抽出物
ＭＤＭＡなど
精神安定剤、抗うつ薬などから個別に指定

覚醒剤取締法
メタンフェタミン、アンフェタミン

大麻取締法 大麻の栽培や取り扱い
あへん法 けしの栽培、アヘンの取り扱い

使用と所持を規制する法律

売ることを規制する法律

薬事法 平成18年改正 指定薬物
製造、輸入、販売


