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研 究

本講座では、ヒトを被験者とした脳画像研究を中⼼としたシステム
神経科学を推進しています。視覚、運動、⾼次機能、⾃律神経系な
どを対象として、⼼理物理学的研究、計算論的神経科学研究、
疾患研究にも携わっています。

健常被験者が認知⾏動課題（反応抑制や記憶など）を遂⾏している
時の脳活動を機能的磁気共鳴画像法（fMRI）により測定しています。
特定の認知機能に関連した脳領域を同定し、⾼次認知機能を実現す
る神経回路基盤の解明を⽬指しています。
また、経頭蓋磁気刺激（TMS）を⽤いることで脳部位に対して⾮侵
襲的に機能的介⼊ができます。TMSを使い脳部位や神経ネットワー
クの因果的影響を検証し、神経回路動態の解明を⽬指しています。

視床下部は約1cm3と微⼩な構造体ながらも、⾃律神経系の統合中枢
であり、交感神経・副交感神経機能や内分泌機能の調節に関わって
います。fMRI計測を⽤い視床下部の機能を同定し、⾃律神経機能の
解析により、⾃律神経を介した臓器間神経ネットワークの解明を⽬
指しています。

主な研究テーマ

主な研究内容スタッフ

1. MRIを⽤いたヒト脳の⾼次認知機能の解明
2. TMSを⽤いたヒト脳への機能的介⼊
3. ⾃律神経系の脳機能画像研究
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反応抑制課題（ストップ・シグナル課題）およびその脳活動

認知機能に関連した脳領域の同定およびTMSによる検証

fMRIによる視床下部核の同定および弓状核活動に
ともなう血中インスリン濃度上昇



Department of Neurophysiology

Professor Seiki Konishi

Senior
Associate
Professor

Associate
Professor Takahiro Osada

Lecturer

Assistant
Professor Akitoshi Ogawa

Research

We investigate human brain functions by using neuroimaging.
The main targets are higher cognitive functions and autonomic
nervous systems. We also tackle with psychophysics,
computational neuroscience, and research for patients.

We measure brain activity of human subjects by using
functional magnetic resonance imaging (fMRI) while they
perform cognitive tasks, such as response inhibition and
memory. By identifying task-related brain areas, we aim to
reveal neural circuit mechanisms that achieve higher cognitive
functions. We also use transcranial magnetic stimulation (TMS)
techniques to temporarily perturbate brain area activity. This
helps to understand the causal effects of brain areas or neural
networks.

The hypothalamus is a center of autonomic nervous systems.
By using high spatial resolution fMRI, we investigate human
hypothalamus functions at the level of hypothalamic nuclei,
and multi-organ network systems.

Main Research Subjects

Research HighlightsStaff

1. fMRI of human cognitive functions
2. Functional intervention by TMS
3. fMRI of autonomic nervous systems
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A response inhibition task (stop‐signal task) and brain activation

Identification of task‐related brain area and TMS intervention

Identification of hypothalamic nuclei with fMRI and 
activity in the arcuate nucleus associated with increase in blood insulin
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