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の 概 要         

 

今年度は、高次な記憶課題のうち、報酬確率弁別課題、記憶想起活用課題、視覚的気づき課

題等を開発し、それらの訓練方法を確立した。またそれら課題中のラットの行動を解析するこ

とで、目的とする情報処理が実際に行われていることを確認した。主な論文と学会発表は下記

のとおりである。 
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press. 
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阪口幸駿・櫻井芳雄 （2017） 危機回避におけるラット右腹側海馬の機能的優位性. 第 94 回

日本生理学会大会 静岡 (2017 年 3 月 29 日).  
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Machino, Y., Takahashi, S., and Sakurai, Y.(2016) Hippocampal-prefrontal interaction 
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高次脳機能学会 京都 (2016 年 10 月 1 日).  
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