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研究成果の概要（和文）：　本研究では、リアルタイムfMRIによるバイオフィードバック法を用いて、局所脳活動を改
善させることで高機能自閉症・アスペルガーの社会的認知機能を改善させることを目指し、感情機能や社会認知機能の
改善・回復への有用性を調べ、臨床応用の可能性について検討することを目的とした。
　その結果、アスペルガー症候群もニューロフィードバックによるトレーニングにより扁桃体の活動を制御することが
可能であることが確認され、トレーニング後に扁桃体の活動がトレーニング前と比較し活性化されていた。これらのこ
とから、今後このようなトレーニング法は精神科のリハビリテーションにも十分応用できる可能性があることが示唆さ
れた。

研究成果の概要（英文）：  Neuro-feedback refers to the method whereby a subject monitors his/her own neura
l activity in a particular brain region of interest, and gains the ability to willfully control the level 
of neural activity. Recently, self-monitoring of neural activity in subcortical and other deep brain areas
, as well as areas related to higher-order brain function, became possible with the development of real-ti
me fMRI. The purpose of this research is to develop the task of improvement of social cognition employing 
real-time fMRI-based neuro-feedback.
  It is evident that pervasive developmental disorders (PDD) subjects are able to increase amygdala activi
ty through neuro-feedback training, and that in order to willfully control amygdala activity, simultaneous
 activity in the insula and MPFC are necessary. Moreover, after the neuro-feedback training, the neural se
nsitivity of amygdala is increased.
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１．研究開始当初の背景 
 これまでの精神科医療は主に薬物療法が
中心に行われてきた。ただその一方で、薬物
療法があまり効かない、またはあまり薬物の
効果がみこめない精神疾患を抱えている患
者が多くいることも事実である。そのような
患者の治療法として、認知行動療法などの心
理療法の併用の必要性もとりざたされてい
る。中でも高機能自閉症・アスペルガーは、
特に感情・社会認知機能の障害が中核とされ、
薬物療法よりむしろ心理療法が選択される。
しかしながら、短期間で効率的な症状改善を
求めることは難しい。つまり、心理療法は患
者がどのように思考パターンを変化させ、そ
の結果どのように脳の働きが改善されれば
症状改善につながるかについては、客観的に
可視化できる指標がないため効率的に行う
ことは難しいとされている。その思考パター
ンや脳の働きの変化を可視化させ、患者がリ
アルタイムで確認できる方法としてバイオ
フィードバック法がある。バイオフィードバ
ックとは、自らの脳活動や生理的指標の変化
を被験者本人にリアルタイムで提示し、自ら
その脳活動や生理的指標を自分の思い通り
に変化させることである。これまでに脳波や
皮膚電位を指標にしたてんかん患者に適応
した例が報告されているが、これらの手法で
は脳の限局した活動をモニタリングするこ
とが難しかったため、特定の脳高次機能改善
に応用することは難しかった。 
 しかし近年、fMRI を撮像しながら特定の脳
部位の活動をリアルタイムで計算できる、リ
アルタイム fMRI が開発されたことにより、
脳の深部領域を含め、特定の機能に限局した
脳領域の活動をリアルタイムにモニターす
ることができるようになった。さらに、この
リアルタイム fMRI で得られた活動を患者に
提示することで、リアルタイム fMRI による
バイオフィードバックも可能となった。それ
により、感情・情動・社会認知といった脳高
次機能に障害をもつ精神疾患にも、バイオフ
ィードバックを用いた治療（トレーニング）
を行える可能性がでてきた。しかしながら、
リアルタイム fMRI によるバイオフィードバ
ックを行うシステムをセットアップするに
は、fMRI 等のイメージング技術、基礎神経科
学、工学など幅広い知識が必要なため、リア
ルタイム fMRI によるバイオフィードバック
を行うことのできる施設は日本国内ではま
だほとんどない。その中、我々は玉川大学脳
科学研究所の 3テスラ MRIでそのシステムを
完成させ、すでにバイオフィードバックによ
り、脳活動を変化させることができることを
確認している。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、リアルタイム fMRI によるバ
イオフィードバック法を用いて、局所脳活動
を改善させることで高機能自閉症・アスペル
ガーの社会的認知機能改善を目指す。感情機

能や社会認知機能の改善・回復への有用性を
調べ、臨床応用の可能性について検討するこ
とを目的とした。 
 
３．研究の方法 
（１）課題 
 ①情動刺激呈示課題（1回目）（localizer） 

情動を惹起する写真（IAPS: 
International Affective Picture 
System）を呈示し、その間の脳活動を
fMRI にて計測し、扁桃体の位置を同定
する。ブロックデザインで２０秒間情
動を惹起する刺激を呈示し、繰り返し
を５回とした（１枚あたり５秒間、１
ブロック４枚呈示した）。被験者は、部
位同定課題時はじっと写真を見ている
ように教示した。また、提示される写
真の不快度を 7段階で評価してもらっ
た。 

 ②コンディショニング課題（neutral 
  刺激・unhappy 刺激） 

被験者の扁桃体の活動と情動を惹起す
る刺激画像を同時に呈示し、脳活動と
情動の関係性を学習させる。ブロック
デザインで２０秒間情動を惹起する刺
激（不快画像）もしくは中立刺激を呈
示し、繰り返しをそれぞれ５回とした
（１枚あたり５秒間、１ブロック４枚
呈示した）。刺激画像と同時に提示され
る扁桃体の活動を示す棒グラフが刺激
画面上に提示され、unhappy 刺激時はそ
の棒グラフの目盛りを少しでも高くす
るように、neutral 刺激時は、少しでも
低くなるように教示した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ③トレーニング課題 
  （フィードバックあり） 

被験者の扁桃体の活動と教示（neutral 
or unhappy）を被験者に呈示し、情動
を惹起する写真刺激なしで、扁桃体の
活動をコントロールすることができる
ようにトレーニングを行った。被験者
には同時に提示される棒グラフの目盛
りを unhappy では高くするように、
neutral では低くするように教示した。 

 



 
 ④情動刺激呈示課題（2回目） 

情動刺激呈示課題①と同様の課題を行
い、①と同じ刺激に対する脳活動と不
快度を測定した。トレーニング前と後
で扁桃体の感受性と認知機能の変化を
調べた。 

 
（２）解析 
 リ ア ル タ イ ム fMRI の 解 析 に は 、
Turbo-Brain Voyager を使用した。Off-line
解析では、SPM８と Brain Voyager を使用し
た。 
 
 尚、本研究は玉川学園心理実験・脳活動計
測実験倫理・安全委員会の承認を得ている。
また、被験者へは書面ならびに口頭で説明し、
同意を得て実験を行った。 
 
４．研究成果 
 ニューロフィードバックトレーニングを
行うことで、扁桃体の脳活動を被験者自ら制
御することが可能であることが確認された。
また、その時の扁桃体の活動を高めることが
できた時には、島、前部帯状回の活動も高く
なっていることが明らかになった。またトレ
ーニングにより扁桃体の活動が活性化され、
感受性が高まった結果、同じ刺激を見ている
にも関わらず、扁桃体の活動が強くなったと
いうことが明らかにされた。 
 また、感情惹起する刺激を呈示しなくても、
アスペルガー症候群も自身の扁桃体の脳活
動を上昇させることが可能であることが確
認された。また、トレーニングを行う前の感
情を惹起する刺激に対する扁桃体の活動と
トレーニングを行った後の同様の刺激に対
する扁桃体の活動を比較すると、ニューロフ
ィードバックトレーニング後のほうが、扁桃
体の活動が上昇していることが確認された。
これらの結果から、アスペルガー症候群でも
ニューロフィードバックトレーニングによ
り、扁桃体の活性化を引き起こすことができ
ることを確認した。 
 これらの結果から、アスペルガー症候群も
ニューロフィードバックによるトレーニン
グにより扁桃体の活動を活性化することが
確認された。また、実験後の被験者からのイ
ンタビューでは、日常生活の中で辛いことが
あったときに、このトレーニングのことを思

い出して自身で試すことで、「気分を落ちつ
かせることができた」、という報告もあった
ことから、今後このようなトレーニング法は
精神科のリハビリテーションにも十分応用
できる可能性があることが示唆された。 
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