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期待 41．問題行動の改善を目指して
ある問題行動にはある脳領域の活性、表象、機能結合（これらをまとめて機能と呼んでお
く）の低下が関係していたと仮定する。問題行動の改善にはこの脳領域の機能を高めること
が考えられる。その方法として、1．行動による介入と fMRI の機能計測を組み合わせる、
2．経頭蓋磁気刺激 TMS、直流刺激 tDCS を利用してする、3．fMRI の neurofeedback を利
用する、といったアプローチがあるだろう。以下、この 3 つの方法について述べる。なお、
とり上げた論文は最近たまたま眼にとまったものが主であり、最も適切な論文をとり上げ
ているか、疑問があることをお断りしておきます。
。
１．行動による介入と fMRI の機能計測の組み合わせ
問題行動への介入がその問題行動を改善させることはあるだろう。介入前後に fMRI で脳
活性を記録したとする。問題行動が改善し、それに関連する脳領域の機能が高まる変化があ
ったならば、介入の効果を行動と脳のレベルで捉えたことになる。加えて、行動と脳の相関
関係を、介入を通して、より確実なものとしたといえる。
今月（2017 年 12 月）紹介した論文に Maximo, J.O. et al. (2017) Brain Lang., 175:11-17
がある。自閉症スペクトラム障がい（ASD）の学童に読みの理解の介入を行い（ASD-EXP）
、
行動と読みの network の安静時機能結合の変化をコントロール（ASD-WLC）と比較した。
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ASD-EXP では読みの理解が改善した。脳に関しては前ページ図が結果である。図 A が読
みの network で、FFG:紡錘状回、IFG:下前頭回、IOG:下後頭回、SPL:上頭頂小葉、MFG:
中前頭回、PCG:中心前回、SMA:補足運動野、STG:上側頭回、THAL:視床、L:左半球。図
B は network 内で、介入後の機能結合が ASD-EXP>ASD-WLC だった領域、図 C は ASDEXP で介入後＞介入前だった領域。下図は介入による左中心前回の機能結合の変化と読み
の理解の改善 GORT4

% change の関係で、

正の相関がみられた。
また、成人の ASD で
訓練により、irony の
理解が改善され、健常
者と同じの左視野（右
半球）優位になったと
いう論文 Saban-Bezalel, R. & Mashal, N. (2015) Neuropsychologia, 77:233-241 も以前に紹
介した。
2．TMS, tDCS の利用
TMS や tDCS を利用して、健常な参加者で行動と脳の間の相関的な関係を因果関係にま
で高めるという研究は多数ある。その中には、問題行動への適用を将来の目標にした研究も
ある。例えば、今年紹介した論文でも Gbadeyan, O. et al. (2016) J. Neurosci., 36:1253012536, Collins, K.L. et al. (2017) PNAS, 114:166-171, Petrocchi, N. et al. (2017)
Neuropsychol., 96:256-261, Möbius, M. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:526533 など多数。
その一例として、Heeren, A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:251-260 を紹
介する。この論文は社会不安障がい SAD は社会的脅威に対する注意のバイアス attentional
bias, AB が関係するという説に基づいて、関連する背外側前頭前野 dlPFC に anodal tDCS
を与え、AB を弱めることで症状の改善を目指した。手続きは下の左図にある。スクリーン
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の上下に中性と嫌悪の顔が提示される。そして一方の顔の近くに dot か colon（Probe）を
提示する。参加者は dot/colon をできるだけ早く反応する（反応時間 RT を測定）。結果が
前ページ右にあるが、Sham 刺激では嫌悪顔のそばに Probe 刺激があった方が、RT が短く
Bias score はプラスになるが、Anodal tDCS では嫌悪顔のそばの Probe に対する RT が長く
Bias score はマイナスになった。著者らはこの結果を AB の減少ととらえ、臨床への応用を
期待している。そして、臨床場面に関しては、やや古いが、Lefaucheur, J.P. et al. (2014) Clin.
Neurophysiol., 125:2150-2206 が 15 の疾病への反復 TMS の利用を論じている。また、抑う
つへの反復 TMS の適用には Liber, B.M. et al. (2017) Neuroimage, 148:1-7 の総説がある。
ただ、心理出身の立場としてここで強調したいのは、行動的訓練と TMS/tDCS の組み合
わせによる相乗効果である。問題行動を対象にしたものではないが、Filmer, H.L. et al.
(2017) Cereb. Cortex, 27:3675-3682 の、行動訓練と左右の PFC への tDCS の効果について
の研究を紹介する。手続きが上図、結果が下図である。Decision-making task では 6 つの音

と反応の対を学習する。Visual search task は非訓練の転移を検討する課題である。下図にあ
るように、左 PFC に anode tDCS を与えたときにのみ、訓練の効果がさらに強められてお
り、Visual search task への転移がみられた。このような結果は多数あるが、1．で述べた行
動的介入に TMS/tDCS を組み合わせることにより、介入の効果を高めることが可能かもし
れないことを示唆する。
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3．Neurofeedback の利用
fMRI の neurofeedback では、ある脳領域の機能を高める（低める）心的活動に報酬を与
える（強化する）。もし、その領域の機能の低下（高揚）が病的な状態と関係するならば、
neurofeedback は病的な状態の改善に寄与するかもしれない。この『認知神経科学への期待』
では 4 回（期待 8, 22, 30, 33）neurofeedback について紹介した。したがって繰り返さない
が、Sitaram, R. et al. (2017) Nat. Rev. Neurosci., 18:86-100 の総説は臨床への応用も紹介し
ており、とても参考になる。Neurofeedback に興味を持たれた方はまず読むべき文献だろう。
また、Watanabe, T. et al. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:997-1010 は fMRI neurofeedback
の新しい発展を解説している。これらの成果は neurofeedback の将来に期待を抱かせる。
ここで提案したいのは、行動的介入、TMS/tDCS, fMRI neurofeedback を組み合わせるこ
とにより、問題行動の効果的な改善が図られないだろうか、ということである。Neurofeedback の心的活動と介入での行動を工夫するとか、TMS/tDCS の preconditioning を介
入や neurofeedback で利用する、等である。

