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慢性ストレスによる海馬の形態的・機能的変化に関する研究の動向

筑波大学心理学系 山田　一夫

Chronic　stress　changes　morpho1ogy　and　function　of　hippocampus＝A　review

Kazuo　Yamadaψ侭肋〃θψP8ツoんolo馴，ひ〃伽θγ∫づ妙げ丁舳后肋α，T8〃肋bα305－857易∫ψαψ

　　It　has　been　reported　that　exposure　to　excess　g1ucocorticoids，either　through　chronic　stress

or　dai1y　injections　over　a　1ong　period，produces　adverse　effects　on　the　brain，especia11y　the

hippocampus．For　examp1e，these　manipu1ations　resu1t　in　a　reduction　in　the　number　of　neurons

or　atrophy　of　apica1dendrites　in　the　hippocampus．Because　of　the　essentia1ro1e　of　the　hip－

pocampus　in1earning　and　memory，the　damaging　effects　of　stress　and　g1ucocorticoids　on　the

hippocampus　are　of　particu1ar　interest．The　chronic　stress　or　dai1y　injections　of　g1ucocor－

ticoids　resu1ts　in　an　impairment　of　maze1eaming　in　rats，simi1ar　to　that　found　in　aged　rats．

In　this　paper，　a　hypothesis　that　stress　or　g1ucocorticoids　acce1erate　age－re1ated　changes　in

morpho1ogy　and　function　of　the　hippocampus　was　discussed．

Key　words：chronic　stress，corticosterone，hippocampus，spatia11earning，rats．

1．はじめに

　現代社会おいて，ストレスはもはや社会問題とし

て万人に認識されているといっても過言ではない．

ストレスに関する研究は世界的に精力的に行われて

おり，我々にとっては，胎児期から死を迎えるまで

生涯にわたって関わってくる重要な問題である．

　ところで，日常生活で用いられている「ストレ

ス」という言葉には，厳密にいうと2つの意味が含

まれている．ひとつは有害刺激を受けて生体の生理

的恒常性が部分的に崩壊した状態（ストレス）であ

り，もうひとつはそのような状態を引き起こす有害

刺激自体（ストレッサー）である．したがって「現代

社会はストレスが多い」というような言い回しが日

常でよく用いられるが，厳密にいえばそれは「現代

社会はストレッサーが多い」である．

　我々は様々なストレッサーに曝された場合に，ス

トレス反応といわれる視床下部一下垂体一副腎皮質

系の反応とそれに誘発される免疫系と胃腸器系の反

応を示す．このことを最初に見いだしたのはSe1ye

（1936）であり，彼は副腎の肥大，胸腺の萎縮，胃潰

瘍をストレス反応として挙げ，それらの症状はスト

レッサーの種類とは独立であるとしている．現在で

は，自律仰経系，内分泌系，免疫系，運動系，高次

の神経系のすべての反応にストレス反応がみられる

と考えられている．

　このような反応は我々ヒトだけではなく動物にも

同様にみられ，なかでもラットを用いた研究が多く

なされてきた．ラットの研究で最も注目されてきた

代表的なストレス反応は，視床下部一下垂体一副腎

皮質ストレス反応系である．ラットが電気ショック

や拘束といった物理的・身体的ストレッサーや，隔

離飼育や条件性情動反応のような心理的ストレッ

サーに曝さらされると，まず視床下部室穿核から

corticotropin－re1easing　hormon（CRH）が放出され

る．このホルモンが下垂体前葉を刺激し，下垂体か

らはadrenocorticotropic　hormone（ACTH）が放出さ

れ，さらにACTHは副腎皮質からco．ticosterone

（CORT）を放出させる．これらのホルモンは生体の

環境への行動的適応において重要な役割を担ってお

り，生体のホメオスタシスを調節し，環境的要求に

最適に対処できる体内状況を作り出すように作用す
る．

　これら視床下部一下垂体一副腎皮質ストレス反応

系のホルモンが学習・記憶に影響を及ぼすという可
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能性は，de　Wiedによって30年ほど前に初めて報告

された．彼はラットの能動的回避学習が下垂体前葉

除去によって阻害され，ACTH投与により回復する

ということを見いだした（de　Wied，1964）．この研

究を契機に，CRH，ACTHおよびCORTのそれぞれ
が学習・記憶に影響を及ぼすという研究が今日まで

数多く報告されている（See　reVieW：山田・岩崎，

ユ993）．しかしこれら一連の研究で用いられている

学習課題のほとんどは，電気ショックのような嫌悪

刺激を用いていて，それ自体がストレッサーになり

うる嫌悪性学習課題である．したがって，ACTHや

CORTの急性投与により嫌悪性学習咳績が改善され

る，あるいは逆に阻害されるというデータが蓄積さ

れてきたにすぎず，学習・記憶のメカニズムとして

単純に一般化することはできなかった1

　しかし近年になって，動物を長期問ストレス条件

下においたり，CORTを慢性的に投与したりする

と，海馬のCA3領域の錐体細胞に変性がみられる

ことが報告された．海馬が学習・記憶に深く関与し

ていることは周知の事実である．そこで，慢性スト

レスやCORTの慢性投与が海馬の形態的変化をも

たらすならば，学習・記憶という機能にも影響する

と考えられ，視床下部一下垂体一副腎皮質ストレス

反応系と学習・記憶との関係が改めて注目されるよ

うになってきた．

　また，慢性ストレスやCORTの慢性投与による

海馬の形態的・機能的変化は，老化によるそれらの

変化とかなり似かよっている．ヒトと動物のどちら

においても，加齢に伴って海馬の神経細胞は損傷さ

れていき，学習・記憶能力も衰える．そのような変

化は，老齢でのアルッハイマー型痴呆症などでは特

に顕著にみられる．これらのことから，脳，特に海

馬の神経細胞の老化のメカニズムに，視床下部一下

垂体一副腎皮質ストレス反応系が深く関与している

のではないかという仮説も提唱されてきた．

　そこで本稿では，（1）CORT慢性投与による海馬

の形態的・機能的変化，（2）慢性ストレスによる海

馬の形態的・機能的変化の2点から，視床下部一下

垂体一副腎皮質ストレス反応系と海馬との関連につ

いて概観していく．

2．CORT慢性投与による海馬の形態的・機能
　　的変化

2．1．形態的変化

　CORTは前述したように，ラットの視床下部一下

垂体一副腎皮質ストレス反応系の最終反応として，

副腎皮質から放出されるグルココルチコイドであ

る．ヒトにおいてはコルチゾールといわれる．この

第20号

ホルモン白体は抗炎症作用をもつとされている．

　またCORTは生体がストレッサーに曝された時
にだけ放出されるのではなく，日常生活においても

常に血中に存在し，そのレベルは日内リズムを示

す．夜行性のラットの場合，活動期である暗期に

CORTレベルは上昇する（山田・岩崎，1994）．

　このCORTのレセプターは脳内では海馬に最も

多く存在し，ストレス状況におかれることで増加し

たCORTは海馬のグルココルチコイドレセプター

を刺激し，結果的には，ネガテイブフイードバック

機能により血中CORTレベルは正常レベルに回復
する（Feldman＆Conforti，1980）．したがって，視

床下部一下垂体一副腎皮質ストレス反応系の制御と

いう点における海馬の役割は広く知られていること

である．

　しかし，Landfie1d，Baskin，＆Pit1er（1981）の研究

によって，CORTの海馬組織に対する影響が注目さ

れ始めた．彼らは若齢期に副腎除去されたラットで

は，加齢に伴う海馬の神経細胞の減少が抑制されて

いることを見いだし，加齢による海馬の神経細胞の

漸進的な減少には，CORTが深く関与していると示

唆した．その後，Sapo1sky，Krey，＆McEwen（1985）

は，ラットに3ヵ月間毎日CORT（5mg）を皮下投与

したところ，老齢ラットで見られるものと同様の海

馬のCA3領域のCORTレセプターの枯渇，細胞数
の減少が見られることを報告した．

　では何故CORTの慢性投与によって，海馬の細
胞数が減少するのかというメカニズムについては，

未だ明確にはなっていない．Sapo1sky（1985）は

CORTの神経毒的作用によって，海馬の神経細胞が

破壊されると説明している．CORTの神経毒的作用

には，様々な生化学的な要因あるいはまた別の要因

が関わっていると考えられるが，Woo11ey，eta1．

（1990）は神経細胞の形態的変化も見られるのではな

いかと推察した．そこで彼らは，ラットに3週間の

CORT（10mg）の慢性投与を行い，海馬CA1，CA3領

域の錐体細胞および歯状回の穎粒細胞の形態的変化

を検討した．その結果，CA3領域の錐体細胞のみに

尖頂樹状突起の変性，すなわち枝数の減少および全

体的な長さの短縮が見られることを発見した．

　以上の研究はすべて，海馬の老化現象とCORT

の慢性投与による効果との類似点を見いだしてお

り，海馬の老化にグルココルチコイドが深く関与し

ていることを示唆するものである．老齢ラットで

は，CORTのネガティブフイードバック機構能力の

減退により，視床下部一下垂体一副腎皮質系の活動

が高まっており，その結果，血中のCORTのべ一ス

レベルは高い（DeKosky，SchefL＆Cotman，ユ984）．
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これは，ネガティブフィードバック機構に関与して

いる海馬のグルココルチコイドレセプターの減少に

起因するものである．

　老化との関連を検討した研究としては，さらに近

年Arbe1，Kadar，Si1bermann，＆Levy（1994）が興味

深い研究を報告している．彼らはやや老齢といえる

12ヵ月齢のラットを用いて，まずモリス型水迷路課

題の成績によって，被験体を高成績群と低成績群に

分類した．12ヵ月齢になると，ラットの学習能力の

個体差がかなり大きくなり，その学習成績はばらつ

くようになる．その後それら両群間で海馬CA1お

よびCA3領域の損傷を受けている神経細胞数を比

較したところ，学習成績が悪い被験体ほど海馬の両

領域における損傷された細胞数が増加していた．さ

らにCORT（91㎎）を3週間にわたって慢性投与した

ところ，CA1，CA3領域の両領域における神経細胞

数が高成績群のラットでは減少したのに対し，低成

績群ではCA3領域にのみ神経細胞の現象がみられ

た．また損傷された細胞の割合に関しても，高成績

群ではCA1およびCA3領域において顕著な増加が
みられたが，低成績群ではプラセボ投与（統制群）さ

れた被験体において損傷された細胞の割合が高いた

め，CORT慢性投与の効果は高成績群ほど顕著では

なかった．以上の結果から，Arbe1et　a1．（1994）は

CORT慢性投与が老化を促進させる作用を持つと結

論している．

　またEndo，Nishimura，Kobayashi，＆Kimura
（1997）は，12週問のCORT（31㎎）の慢性投与によ

り，CA1およびCA3領域の錐体細胞が損傷されたの

に対し，CA2，CA4および歯状回ではそのような変

化は認められないことを報告している．しかし彼ら

の研究では，細胞数の減少はCA1領域にのみみら

れており，上述したSapo1sky　et　a1、（1985）の結果と

は一部異なっている．この違いについて，Endo　et

a1．（1997）はCORTの投与量の違い，あるいはCORT

投与の終了から組織学的検索を行うまでの期間が異

なることが原因かもしれないと説明している．

　老齢ラットの海馬の組織学的な変化は，（ユ）アン

モン核の細胞数の減少，（2）グリア細胞の増殖およ

び浸潤，の2つによって特徴づけられるとされ，こ

れらのどちらの現象もまたCORTの慢性投与によ
り再現される（Endo　et　a1．，1997）．したがって，こ

れら一連の研究から，CORTが加齢に伴う中枢神経

系，特に海馬組織の変性の促進に重要な役割を担っ

ていることが示唆される．

　またごれらの形態学的，組織学的研究に加え，

CORT慢性投与による生化学的な影響の研究もされ

ている．L七ine，Spencer，＆McEwen（1993）は8週
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問のCORT（1日平均11．3mg）投与の5週問後に，脳

の各領域のserotonin（5－HT），5－hydoroxyindo1e

acetic　acid（5－H1AA）およびnoradrena1ine（NA）含量

を測定した．その結果，CORTの慢性投与によっ

て，歯状回で5－HTが44％減少し，前頭皮質では

5－HTとNAが有意に減少していた、副腎除去や
CORTの急性投与が海馬の5－HTの活性や5－HTl、レ

セプターおよび皮質の5－HT、，、レセプターに一時的

に影響を及ぼすことは知られているが（De　K1oet，

Kavacs，Szabo，Te1egdy，Bohus，＆Nersteeg，1982；

Mende1son＆McEwen，1991；Mende1son＆McEwen，
1992），Luine　et　a1．（1993）の研究でみられたCORT

慢性投与の効果は，かなり長期にわたるものであ

り，急性投与の場合とは明らかに異なっている．

　このような神経伝達物質レベルでの変化は，老齢

ラットでもみられることが知られており（Fischer，

Chen，Gage，Bjork1und、ユ99ユ；Markowska，Stone，

Ingram，Reynolds，Go1d，Conti，Ponetcorvo，Wenk，

＆O1ton，ユ989），CORTが脳の老化の促進に関与し

ているという仮説がさらに支持されよう．

2．2．機能的変化

　海馬組織が形態的に変性した場合，その機能にも

影響が出ることは想像に難くない．海馬の機能とし

て最も重要視されているのが学習・記憶である．な

かでも空問記憶に海馬が深く関与していることを示

唆する研究が数多く報告されている（Mo。。i。，Ga。一

rard，Raw1ins，＆　O’Keefe，1982；O1ton，Becker，＆

Hande1mann，1979）．De　Wiedに始まる古典的な研

究において，視床下部一下垂体一副腎皮質系との関

連が研究されてきた嫌悪性学習課題にかわって，近

年では空間記憶課題を用いた検討が行われている．

　たとえば，老齢ラットは様々な空間学習課題遂行

において障害を示す．しかしながらArbe1et　aL

（1994）の研究でもみられたように，個体差が大き

く，重篤な学習障害がみられる個体もいれば，若齢

のラットの同様の学習が可能な個体もいる．ISSa，

Rowe，Gauthier，＆Meaney（ユ990）はモリス型水迷路

を用いて，23～27ヵ月齢あラットを学習成績の善し

悪しによって2群に分け，それらの海馬錘体細胞数

や視床下部一下垂体一副腎皮質系の活動を比較し

た．その結果，学習成績の悪いラットでは海馬の損

傷を受けた細胞数が多く，視床下部一下垂体一副腎

皮質系の活動が高まっていた．一方，成績の良い

ラットのそれらは，若齢のラットと差はなく，以上

の結果から老化に伴う視床下部一下垂体一副腎皮質

系の活動の充進により，空間記憶が阻害されること

が示唆された．



54 筑波大学心理学研究

　この研究をうけてその後，若齢のラットに対し，

CORTを慢性投与することで視床下部一下垂体一副

腎皮質系を賦活させた場合の空問記憶に対する影響

が検討されてきた．Dechir，Kadar，Robin．on，＆

Levy（ユ993）は，9週問のCORT慢性投与（1日当

たり9mg）後の8方向放射状迷路学習行動を検討

し，習得訓練の前半において正選択数の減少，およ

び誤反応数の増加を観察している．またLuine　et

a1．（1993）もまた8週間のCORT（1日平均1ユ．3mg）

投与後の放射状迷路学習を検討している．彼らの報

告では，正選択数および誤反応数に顕著な影響はみ

られていないが，最も成績の悪い3匹の被験体が

CORT投与群であったことから，CORT慢性投与に

よる空間学習への影響を示唆している1また彼らが

用いた慢性投与の手続きは，飲水からの投与であっ

たため，被験体によって摂取量が異なることから，

個体毎の飲水量を含めた分析を行ったところ，最も

成績の悪かった3匹の被験体の飲水量が他の被験体

に比べて多かったことも付記されている．Arbe1，et

a1．（1994）もまた，3週問のCORT慢性投与（ユ日

平均9mg）によって，8方向放射状迷路学習とモリ

ス型水迷路学習が阻害されることを報告している．

最近では，Endo，Nishimura，＆Kimura（1996）が3

ヵ月間にわたるCORTの慢性投与（1日平均3mg）

によって，8方向放射状迷路学習が阻害されること

を報告している．

　以上の研究から，CORT慢性投与によってラット

の空間学習が阻害されることは明白である．CORT

の慢性投与による学習課題遂行の動機づけに影響す

る食欲のような身体的要因が，迷路遂行に関与して

いる可能性は，CORT投与後十分な回復期問をおく

ことにより，体重を回復させたことで否定されてい

る．また白発的行動に対するCORTの影響に関し

ても，その影響がないことが確かめられている（Eh－

1ers，Chap1in，＆Kaneko，1992；Endo，et　a1．，ユ996）．

　また海馬の長期増強（LTP）がある種の学習・記憶

の生理学的基礎であるということは幅広く受け入れ

られているが，CORTの急性および慢性投与によっ

て，海馬LTPは減弱することが知られている（Pav－

lides，Watanabe，＆McEwen，1993）．したがって，

CORTが学習・記憶に影響するという知見は，電気

生理学的な海馬の機能の面からも支持されよう．

　さらに生化学的な側面からはTizabi，Gi1ad，＆

Gi1ad（1989）が，2ヵ月間CORT投与の後海馬
ニューロンの欠損に先立って，認知機能に重要な役

割を担っている中隔海馬アセチルコリン系が変性す

ることを報告している．放射状迷路学習やモリス型

水迷路学習の障害は，中隔海馬系のコリン性ニュー

第20号

ロン数の減少と関係しているということも報告され

ているので（Dipatre，Oh，Simmons，＆Butcher，

ユ990），CORT慢性投与による学習障害は，中隔海

馬アセチルコリン系の変性によって説明できるかも

しれない．

　最近では，Endo　et　a1．（1997）がCORTの慢性投与

によって，海馬の局所脳血流が減少することを見い

だし，局所脳血流が神経細胞の活動レベルと関係

しているエネルギー代謝の変化と相関があることか

ら，学習・記憶障害との関連を示唆している．

3．慢性ストレスによる海馬の形態的・機能的
　　変化

3．1．形態的変化

　CORTの慢性投与が海馬の形態および機能に影響

を及ぼすならば，動物を長期問ストレス状況下に置

くことによっても同様の効果がみられるのではない

かと考えられる．上述したように，動物はストレッ

サーに曝されると，視床下部一下垂体一副腎皮質ス

トレス反応系が賦活され，結果的に血中CORT量
は増加する．

　ストレスと海馬の形態的変化との関連を初めて報

告したのは，Uno，Tarara，Else，Su1eman，＆

Sapo1sky（1989）である．彼らはケニアの霊長類セ

ンターで飼育されていたサルのうち，社会的ストレ

スから胃潰瘍になったサルで海馬の細胞死がみられ

ることを見いだした．しかしながら，これは実験と

して統制された状況での研究ではないことから，

Watanabe　et　al．（ユ992）はラットを1日6時問ずつ

3週問にわたって拘束することにより，慢性ストレ

スを与え，その後の海馬組織の変性を観察した．そ

の結果，海馬のCA3領域の錐体細胞の尖頂樹状突

起の長さが短縮し，またその枝分かれ数が減少し
た．

　この結果はその後の研究でも支持され，さらに1

時問の拘束ストレスと30分間の強制水泳および1時

問の回転という複合ストレスでも同様の結果が得ら

れている（Magarinos＆McEwen，！995）．しかしな

がら，Magarinos＆McEwen（1995a）の研究による

と，拘束ストレスでは3週問目になると視床下部一

下垂体一副腎皮質ストレス反応系の慣れが生じ，拘

束ストレスによって視床下部一下垂体一副腎皮質系

はそれほど賦活されない．それに対し，複合ストレ

スでは3週問後においてもストレス初期と同様に血

中CORT量の増加が認められ，ストレス反応系の慣

れは生じていない（Magarinos＆McEwen，1995b）．

このようなストレッサーによって視床下部一下垂体

一副腎皮質ストレス反応系の反応が異なるにも関わ



山田一夫：慢性ストレスによる海馬の形態的・機能的変化に関する研究の動向

らず，海馬の錐体細胞に同じような作用をもつとい

うことは，CORT以外の別の要因が関与しているこ

とを示唆するものである．

　海馬，とりわけ慢一性ストレスに之って影響を受け

るCA3領域には，グルココルチコイドのレセプ
ターだけでなく，興奮性アミノ酸のレセプターも高

密度に存在する（Martin，B1ackstone，Levey，

Huganir，　Price，　1993；　Monaghan，　＆　　Cot

man，1985）．Watanabe，Gou1d，Cameron，Danie1s，

＆McEwen（ユ992）は興奮性アミノ酸の作用を抑制

するphenytoinが，海馬組織に対する慢性ストレス

の影響を妨げることから，興奮性アミノ酸の関与を

示唆した．さらにMagarinos＆McEwen（！995b）

は，CORT合成阻害薬であるcyanoketone，
N－methy1－D－aspartate（NMDA）レセプターアンタゴ

ニストであるCGP43487およびAMPAレセプターア

ンタゴニストであるNBQXを拘束ストレス前に投

与し，海馬CA3領域の錐体細胞に対する効果を検

討し，cyanoketoneとCGP43487の投与によって，

拘束ストレスによる海馬CA3領域の錐体細胞の尖

頂樹状突起の萎縮は抑制され，ストレスの効果には

CORTとNMDAレセプターの両方が関与している
ことが明らかになった．

　CORTと興奮性アミノ酸の相互作用に関しては，

これまでにいくつかの研究がある．CORT投与に

よって，興奮性アミノ酸であるグルタミン酸の海馬

での細胞外濃度は上昇する（Stein－Behrens，E11iot，

Mi11er，Schi11ing，Newcombe，＆Sapo1sky，1992）．ま

た急性拘東ストレスによっても，CORT投与と同様

にグルタミン酸の海馬の細胞外濃度は上昇する
（Moghaddam，1993）．さらにストレスによるグルタ

ミン酸の放出は，副腎摘除によって完全に抑制され

る（Schasfoor㌧DeBruin，＆Korニユ988）．以上のこ

とから，CORTは海馬のグルタミン酸の放出を調節

していると考えられる．

　またなぜ慢性ストレスによって，海馬CA3領域

の錐体細胞めみに影響がみられるのかという問題に

関しても，興奮性アミノ酸の関与から説明できるか

もしれない．海馬のCA3領域のニューロンは興奮

性アミノ酸に対し感受性が高く，カイニン酸の脳室

内投与によってCA3領域が選択的に破壊されるこ

とが知られている（Nad1er＆Cuthbertson，1989）．

したがって，慢性ストレスによる海馬CA3領域の

錐体細胞変性には，ストレスによって賦活された視

床下部一下垂体一副腎皮質ストレス反応系と，それ

によって活性化される海馬の興奮性アミノ酸系が深

く関与していることが示唆される．

　さらにWatanebe，Gou1d，Danie1s，Cameron，＆
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McEwen（1992）は，セロトニンの取り込みを促進

し，結果的にセロトニンの細胞外濃度を減少させる

tianeptineもまた，慢性ストレスによる海馬組織の

変性を抑制することを報告している．この場合，

tianeptineはストレスによる血中CORT量の増加作

用には影響することなく，海馬CA3領域の錘体細

胞の萎縮を抑制するので，視床下部二下垂体一副腎

皮質系の活動とは独立して，セロトニン系が海馬組

織の変性に関与していると考えられている．

3．2．機能的変化

　CORTの慢性投与により，海馬組織に変性がみら

れると同時に，海馬の主要な機能である学習・記憶

にも影響がみられる．慢性ストレスによっても同様

の効果がみられるのかということが検討されている

が，形態的な変化に関する研究に比べ，学習・記憶

に対する慢性ストレスの影響についての報告はまだ

少ない．

　まず1987年にFoy，Stanton，Levine＆Thompson

は，30分間の拘束ストレスによって，海馬LTPが

阻害されることを見いだし，ストレスが学習・記憶

機能の根底にある細胞メカニズムに影響することを示

唆した（Foy，Stanton，Levine＆Thompson，1987）．

　近年になって，Luine，Vi11egas，Martine・，＆

McEwen（1994）は8方向放射状迷路学習課題を用

いて，1日6時間の拘束ストレスに3週間曝すこと

による学習・記憶への効果を検討し，慢性ストレス

が正選択数をわずかながらも有意に減少させること

を報告している．彼らの研究では，拘束ストレス

セッションの直後に放射状迷路学習を訓練した場合

に，ストレスにより学習成績が低下したが，拘束ス

トレス終了から18日経過した後では学習は阻害され

なかった．また海馬組織に対する慢性ストレスの影

響を妨げるphenytoinとtianeptineの前処置によっ

て，学習成績の低下を抑制できることも明らかにし

ている．

　また同様にConrad，Ga1ea，Kuroda＆McEwen
（1996）はY字型迷路学習を用いて，慢性ストレスが

学習成績を低下させ，この効果はtianeptineによっ

て抑制できることから，慢性ストレスの効果におけ

るセロトニン系の関与を示唆している．ただし，

tianeptineは線条体におけるドーパミンの細胞外濃

度を増加させたり，海馬でのアセチルコリンの放出

を減少させることも知られており，セロトニン以外

の神経伝達物質系の変化が学習成績の低下に関与し

ている可能性もある．実際，純粋にセロトニン系だ

けの障害によってラットの記憶が阻害されることは

ほとんどなく（Asin，Wirtshafter，＆Fibiger，1985），
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