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Xu, Y. et al. Doctor, teacher, and stethoscope: Neural representation of different types of 

semantic relations. J. Neurosci., 38:3303-3317, 2018. 

 概念には taxonomic と thematic カテゴリがあるが、それらは脳内でどのように表象され 

  

ているかを検討した。

Taxonomic は人、物、

場所、Thematic は学

校、医学、スポーツを

設け、9x9 各 5 語を用

意した。課題は各カテ

ゴリの分類である。

fMRI データに表象類

似性分析を適用した。 

上図の表象非類似性マトリ

ックスと脳活性の相関から

検討した。中図は 2 か所の

ROI, 左前部側頭葉 ATL 水

色と左側頭頭頂接合部 TPJ

黄色の結果である。ATL で

は taxonomic, TPJ では両カ

テゴリが表象されていた。

Taxonomic では thematic を

thematic では taxonomic を

コントロールすると（色の

濃い棒グラフ）、両方の ROI

で両カテゴリが有意になっ

た。ATL では taxonomic, 

TPJ では thematic が主要 

だった（中図 D）。下図は全脳的な searchlight 法の結

果で、thematic の結果のみを示した。上が元のデータ

で、下が taxonomic をコントロールした結果である。

コントロールすると、多くの領域が thematic カテゴリ

を表象した。Taxonomic ではこのような結果はなく、

taxonomic が主要で、一次的な次元と考えられる。 



Campbell, M.E.J. et al. Intentionally not imitating: Insula cortex engaged for top-down control 

of action mirroring. Neuropsychol., 111:241-251, 2018. 

Di Cesare, G. et al. Mirroring social aspects of speech and actions: The role of the insula. Cereb. 

Cortex, 28:1348-1357, 2018. 

 島皮質と mirroring の関係を示す論文が 2 つあったので、簡単に紹介する。Campbell ら

の論文は意図的（Intentional）な counter-imitating (Mismatch)に島皮質が関係することを 

 
が関係することを示した。課題は Rude, Gentle, Control の speech と action のビデオを観

て、その観察と両者の Imagination を行うこと。下図 B1 は speech, action での観察、imagi-

皮質が mirroring における top-down 制御に関係することを示したといえるか。  

示した。左図で島皮質 

Insula（と隣接する一

部の下前頭回 IFG）が

特に意図的な counter-

imitating (Mismatch)

で活性化している（赤

色の領域）。 

 

一方、Di Cesare らの研

究は行為と speech の

模倣における社会的な

側面（強くあるいはや

さしく表現する。Vital 

Factor, VF）に島皮質 

nation の con-

junction の 領

域の overlap で

島皮質に活性

がみられた。赤

が speech, 青

が action、白が

その重なり。

B2 は各条件に

おける BOLD

反応。 

 

両研究は島 



Robin, J. et al. The primacy of spatial context in the neural representation of events. J. Neurosci., 

38:2755-2765, 2018. 

 この論文は event の脳内表象において場所が最も重要な要素であることを示した。課題

は文字で表示された親しい人、場所、もの（各 3 つで 27 の組み合わせ）を一つの event

として想像すること。あるいはこれらの刺激が単独で提示されそれを想像すること。また

vividness の評定も行う。fMRI で脳活性を計測し、searchlight MVPA 法で各要素（cue）

の表象を検討した。 

 

 上図は MVPA classification の結果で、左より場所、人、ものの cue による結果である。

場所では正中線領域の後部、海馬周辺、視覚皮質で event 間の区別ができた。人では後部

帯状皮質、背内側前頭前皮質、左角回など、ものでは左下頭頂小葉、左上側頭回などで区

別ができた。下の中図の左は、classification の成績が場所＞ものの領域で、舌状回、後膨

大部皮質、後部帯状回、後部海馬傍皮質で場所による classification の成績がよかった。中

図右は場所＞人の領域で、後部帯状皮質のみで場所 cue による成績がよかった。なお、逆

の関係（人＞場所、もの＞場所）さらにもの>人の領域はなかった。下図は classification 

 

 

の成績の比較である。この図で、縦軸は信号検出理

論の ROC 曲線の下の面積（Area Under the Curve, 

AUC）で、1 に近いほど判別力がよい。場所、人、

ものによる classification はチャンスよりよい。場所

は人、ものよりも有意に成績がよく、人とものには

差がなかった。ということで、場所 context はエピ

ソード記憶の顕著な特徴である。 



Bowman, C.R. & Zeithamova, D. Abstract memory representations in the ventromedial pre-

frontal cortex and hippocampus support memory generalization. J. Neurosci., 38:2605-2614, 

2018, 

Brod, G. & Shing, Y.L. Specifying the role of the ventromedial prefrontal cortex in memory 

formation. Neuropsychol., 111:8-15, 2018. 

 腹内側前頭前野は、記憶すべき情報とすでに獲得された記憶内容との関係が問題になる

ときに、重要な役割を演じる。2 つの論文はこの点を検討していた。Bowman らの論文は

概念学習（般化）で、抽象的なカテゴリ表象を仮定する prototype model と個々のカテゴ

リメンバーに基づくカテゴリ表象を仮定する exemplar model のいずれの model が機能し

ているかを行動と fMRI により検討した。その結果、行動的には 3/4 の参加者が prototype 

model に合致する結果を示し、脳でも ROI（vmPFC と海馬前部）で prototype model でよ

り活性が高かった（下の図 A）。図 B は全脳的な分析で vmPFC が含まれている。 

 

 

 Brod & Shing の論文は新しい情報と記憶内容と

の関係について、両者の結びつきの程度を重視する

knowledge relevance と両者の知覚的な一致 match

を重視する knowledge congruency を考え、いずれ

が関係するか検討した。課題は顔とそこに提示され 

た語の対の記憶で、独立に relevance と

congruency が操作された。fMRI による脳

活性の計測の結果が左図で、vmPFC は

relevance の程度に関係なく、congruent な

条件で高い活性を示した。 

 今回は紙幅の関係で、考え方を表現した

課題の具体的な説明を省いてしまった。興

味のある方は本文に当たってください。 



van Lieshout, L.L.F. et al. Induction and relief of curiosity elicit parietal and frontal activity. J. 

Neurosci., 38:2579-2588, 2018. 

 この論文は curiosity を結果の不確実性 OU, 期待する価値 EV から捉え、その発生と解 

 

 

  

放に脳がどのように関係するかを fMRI で

検討した。上図が課題で、容器に赤、青 20

の球が 4 つの割合で入っている。その一方

が将来選ばれるが、赤、青それぞれに得点

がついており、選ばれた場合はその刺激の

得点を得ることができる。実験 1，3 では

curiosity の評定を行うと、50%の確率で結

果が表示される。実験 2 では結果を見たい

か聞かれ、Yes なら 3-6s の遅延後に結果が

表示される。これらの手続きから OU と

EV が算出された（その詳細は本文を参照

ください）。 

 先ず curiosity が生じた（刺激が提示され

た）時の脳活性を OU, EV と関係づけて検

討した。中図は OU の結果で、左下頭頂小

葉が OU 増加で活性増加。一方、海馬、楔

前部、前頭、側頭葉の多くの場所が OU 減

少で活性を上げた。EV との関係はほとん

どなく、EV 減少で鳥距溝で活性の増加が

みられた。 

Curiosity が解放（結果が提示/非提示）

された時の脳活性が下図。右島皮質、右中

部眼窩前頭部、右下頭頂小葉が活性を上

げ、提示されない時には右中後頭回、左上

前頭回、右中前頭回などの活性が高まっ

た。結果が提示され、curiosity が解放され

た時の、情報についての予測誤差 IPE 解放

に関しては、右島皮質が IPE の大きさと相

関する活性を示し、情報の予測誤差の領域

と考えられる。一方、結果が提示されない

IPE 非開放に関しては、右中後頭回が関係し、

最も結果が不確実な時に活性が高まった。 

以上、十分に消化されていないので、本

文を参照ください。 

  

 



Christophel, T.B. et al. Cortical specialization for attended versus unattended working memory. 

Nat. Neurosci., 21:494-496, 2018. 

 この論文は注意の対象となっている刺激と注意されていない刺激が、ワーキングメモリ

WM の維持（保持）期に、脳（V1-V4, 頭頂間溝 IPS、前頭眼野 FEF）でどのように表象

されているかを明らかにした。課題は上図にある。２つの見本の grating 刺激が mask 刺激

と共に継時的に左右に提示さる。5.5s の遅延後に第 1 の retro-cue が提示され、赤刺激

（緑刺激は foil）の方にあった見本の grating の傾きの弁別を 8s 後に行う。課題は grating

の傾きの変化が時計回り、反時計回りかの判断。その後、第 2 の retro-cue が提示され、

Repeat trial では同じ位置、Switch trial では反対側の注意されていなかった見本の grating

の傾きの弁別を 3s 後に行う。したがって、両方の見本を維持する必要があるが、第 1 の

retro-cue では一方の見本刺激に注意が向けられ、他方は当面中尉の外にある。fMRI で脳

活性の計測を行い、MVPA を適用し、表象の強さを検討した。 

 

 結果が下図である。V1-V4 が赤、IPS が緑、FEF が青で領域が示されている（左図）。

右図は各領域における表象の強さで、左丸が注意の対象となった刺激 AMI, 右四角が注意

されていない刺激 UMI である。この図からは V1-V4 では注意されなかった刺激の表象は

ない。一方、頭頂（IPS）と前頭（FEF）部では両方の刺激が表象され、その間に有意な差

はない。この結果は維持期の表象が脳のどこにあるかという議論と関係し、興味深い。 

 

 



Harrison, W.J. & Bays, P.M. Visual working memory is independent of the cortical spacing 

between memoranda. J. Neurosci., 38:3116-3123, 2018. 

 この論文も初期視覚野にワーキングメモリ WM の表象が維持されているという考えに疑

問を呈した。上図が実験のアイディア（A）と手続き（B, C）である。傾きのある色のつ

いた線分が継時的に提示されるが、配置が radial/tangential である。課題は最後に出てく

る円の色に対応する線の傾きを答えること。以下の結果は各配置の中央の刺激についてで

ある。もし表象が初期皮質にあるのなら、図 A の脳内配置からは radial の方が成績が悪い 

 

 

ことが考えられる。以上

は実験 1 だが、中図が結

果である。一見して、両

方の配置の間に成績の差

はみられない。 

 実験 2 では、詳細は省

略するが、参加者ごとに

crowded とされる範囲を

決定した。そして下図 A

にあるように、その範囲

内に刺激を提示する

crowded 条件と、範囲外

にも提示する uncrowded

条件があった。遅延後に

一つの刺激のあった位置

に probe が提示され、そ

の傾きを答える。下図 B-

E が結果だが、両条件間

に差がない。初期視覚皮

質に表象があるか疑問。

なお、詳細は本文参照

を。 



今月の認知神経科学の応用 

 

ここでは応用研究の論文をわずか 2 行で紹介している。このサマリーを読まれて興味を

持たれたら、是非論文に当たってもらいたい。多くの事項が抜け落ちているから。なお、し

ばしば出る長い単語は英語の短縮系にしたい。以下にその例をアルファベット順に挙げる。 

 前部 a, 尾側 c, 背側 d, 外側 l, 内側 m, 後部 p, 吻側 r, 腹側 v  

 前部帯状皮質 ACC, 大脳基底核 BG, 背側注意系 DAN, デフォルト・モード・ネット

ワーク DMN, 有線領外身体領域 EBA, 嗅内皮質 ERC, 前頭皮質 FCx, 前頭眼野 FEF, 

紡錘状回顔領域 FFA, 前頭頭頂皮質 FPC, 前頭頭頂ネットワーク FPN, 下前頭回（皮

質）IFG(C), 島皮質 Ins, 下後頭回 IOG, 下頭頂皮質（小葉）IPC (L), 頭頂間溝 IPS, 下

側頭回 ITG, 外側後頭皮質（complex）LOC, 一次運動野 M1, 中前頭回 MFG, ミラー・

ニューロン・システム MNS, 中側頭回 MTG, 内側側頭葉 MTL, 側坐核 NAcc, 眼窩前

頭部皮質 OFC, 後頭側頭皮質 OTC, 中脳水道周囲灰白質 PAG, 後部帯状皮質 PCC, 頭

頂皮質 PCx, 前頭前野 PFC, 海馬傍皮質（回）PHC (G), 運動前野 PMC, 海馬傍回場

所領域 PPA, 後部頭頂皮質 PPC, 周嗅皮質 PRC, 脳梁膨大後部皮質 RSC, 一次体性感

覚野 S1, 上前頭回 SFC, 補足運動野 SMA, 感覚運動皮質 SMC, 黒質 SN, 上頭頂皮質

（小葉）SPC (L), 上側頭回（皮質）STG(C), 線条体 STR, 上側頭溝 STS, 側頭皮質

TCx, 側頭頭頂接合部 TPJ, 一次視覚野 V1, 腹側被蓋野 VTA 

 アルツハイマー病 Alz, Behavioral Activation System BAS, Behavioral Inhibition System 

BIS, ブレイン・コンピュータ・インターフェイス BCI, ボディマス指数 BMI, 境界性

人格障害 BPD, ドーパミン DA, dynamic causal modeling DCM, false alarm FA, 

Generalized anxiety disorder GAD, 独立成分分析 ICA, 知能指数 IQ, 長期記憶 LTM, 

大うつ病 MDD, 多次元尺度構成法 MDS, ミスマッチ・ネガティヴィティ MMN, 月齢

mo, 強迫性障害 OCD, 主成分分析 PCA, 予測誤差 PE, 心的外傷後ストレス障害

PTSD, 急速連続視覚提示 RSVP, 反応時間 RT, 社会的不安障がい SDA, 短期記憶

STM, 定型発達 TD, 心の理論 ToM, ワーキング・メモリ WM, 年齢 y 

 聴覚誘発電位 AEP, Blood-oxygen level dependent BOLD, dynamic causal modeling 

DCM, 拡散テンソル画像法 DTI, 拡散強調画像法 DWI, 脳波 EEG, エラー関連負電位

ERN, 事象関連電位 ERP, 異方性比率 FA, 機能結合 FC, 機能的磁気共鳴画像法 fMRI, 

just noticeable difference JND, 後期陽性電位 LPP, long-range temporal correlation, 

LRTC, 脳磁図 MEG, 運動誘発電位 MEP, mismatch negativity MMN, 磁気共鳴分光法

MRS, （機能的）近赤外線分光法(f)NIRS, 強迫性障害OCD, 表象類似性分析RSA, rapid 

serial visual presentation RSVP, 安静時機能結合 rsFC, 皮膚伝導反応 SCR, 構造的磁気

共鳴画像法 sMRI, ボクセル単位形態計測 voxel-based morphometry VBM, 視覚誘発電

位 VEP, voxel based lesion symptom mapping VLSM, 視覚的語形領域 VWFA 

 



認知機能一般 

Karle, K.N. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:233-244. 

 情動的知能の検査成績と声、顔処理 network の構造と機能の関係を s, fMRI で検討。成績

と声刺激への Ins の活性と灰白質容量、Ins－側頭声領域結合の増加が相関。顔領域では逆。 

 

Tilot, A.K. et al. (2018) PNAS, 115:3168-3173. 

 音－色共感覚の atypical な構造的、機能的結合の遺伝子研究。 

 

 

訓練と自己統制 

Taschereau-Dumouchel, V. et al. (2018) PNAS, 115:3470-3475. 

 クモやヘビ恐怖の治療目的で fMRI の decoding 技術と、恐怖のない sarrogate のそれら動

物の表象を利用する hyperalignment 法を適用して neural 強化を行い、有効な結果を得た。 

 

Frank, S.M. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1260-1271. 

 視覚刺激の動きに関する知覚学習を 3 週間行い（その最初と最後に fMRI 計測）、3 年後

に訓練効果の持続を検討。行動と脳の両方のレベルで訓練の効果は維持されていた。 

 

Kujach, S. et al. (2018) Neuroimage, 169:117-125. 

 High-intensity intermittent exercise, HIE を ergometer で行い実行機能への影響を Stroop

課題と NIRS による脳計測で検討。課題の成績と左 dlPFC の活性の上昇がみられた。 

 

Ochi, G. et al. (2018) Neuroimage, 171:75-83. 

 低酸素訓練の実行機能への影響を Stroop 課題と NIRS による脳計測で検討。訓練により

Stroop 課題の成績が低下し、それには左 dlPFC の活性低下が伴った。 

 

Irrmischer, M. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1825-1838. 

 Focused attention meditation の効果を脳波で検討。神経的振動 oscillation の長距離の時

間的相関が meditation で抑制された。それは訓練で強化され、日常生活へも波及した。 

 

Cosme, D. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:300-309. 

 欲しい食物の絵を見て、見る/欲求の制御を行うが、教示によるか自己の選択によるかを

検討。自己選択は FPN の活性を挙げたが、制御の成功は低下した。 

 

Martens, F. et al. (2018) Neuroimage, 169:80-93. 

 鳥類学者と鉱物学者で expertise の専門 domain と脳活性の関係を fMRI で検討。高次の



視覚領野では domain-specific, 前頭皮質では domain-general な活性がみられた。 

 

Poikonen, H. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:433-445. 

 ダンスと音楽の専門家で、ダンスの一部を観た時の脳活動を脳波で検討した。ダンスの専

門家では前頭中央部電極でθ波の同期が強まり、cortical communication が増加していた。 

 

Bianco, R. et al. (2018) Neuroimage, 169:383-394. 

 クラシックとジャズのピアニストの行為のプランニングを行動と脳波で検討。音なしで

cord progression を模倣したが、操作したプランニングのレベルでジャンルの差が出た。 

 

Oechslin, M.S. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1209-1218. 

 fMRI と DTI により、中部側頭葉と下前頭皮質を結ぶ右の腹側経路が音楽の文法処理に

関係することを訓練の程度との関係で明らかにした。Tract consistency が訓練で高まった。 

 

Berneiser, J. et al. (2018) Neuroimage, 167:247-255. 

 手の mental rotation と motor imagery の訓練の進行で、前部被殻から後部被殻に活性が

移り、訓練後に運動皮質、縁上回の活性が増加した。これが訓練効果の脳内対応。 

 

Pauwels, L. et al. (2018) J. Neurosci., 38:3333-3345. 

 老若の参加者で両手の感覚運動学習を blocked と random schedule で訓練。Random では

訓練時は成績が悪いが保持はよく、運動関連領野の活性が低下せず、視覚領野の活性上昇。 

 

 

意思決定、報酬 

Pehlivanova, M. et al. (2018) J. Neurosci., 38:2471-2481. 

 Delay discounting, DD の程度は価値に基づく意思決定の領域（vmPFC, OFC, TPJ, 側頭

極）の皮質の厚さの減少と関係していた。 

 

 

社会認知神経科学 

Gianotti, L.R.R. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:216-223. 

 他者の視線が自分に向けられているか（その角度）には個人差があるが、安静時の左 TPJ 

/pSTS の脳波のθ帯域の電流密度が角度と正の相関があった。角度大の人はその点大らか。 

 

Stallen, M. et al. (2018) J. Neurosci., 38:2944-2454. 

 不正な行為の影響を当事者として受けた場合、それを罰する傾向は Ins の活性が関係し、



第 3 者として経験した場合は扁桃核の活性が罰の程度と関係。Oxytocin の効果も。 

 

Cameron, C.D. et al. (2018) Neuropsychol., 111:261-268. 

 vmPFC 損傷の患者ではモラル逸脱に対する、implicit な unintentional 判断も deliberative

な intentional な判断も損なわれていた。 

 

Tashjian, S.M. & Galván, A. (2018) J. Neurosci., 38:2887-2898. 

 2016 年の大統領選挙で、distress を感じ抑うつになる人がいるが、報酬への NAcc の反

応、NAcc と mPFC との機能結合、家族の援助が選挙の distress でうつになるのを防いだ。 

 

Wasylyshyn, N. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:182-191. 

 実験的に social exclusion を受けた時の mentalizing と social pain 関連領域と他のすべて

の脳領域との機能結合 global connectivity がその後の参加者の conformity を予測した。 

 

Krautheim, J.T. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:341-348. 

 Outgroup との接触の増加は統合失調症の risk を増大させる。その risk 遺伝子 rs1006373

と子供時代の対人 trauma が outgroup の怒りの表情に対する vACC の活性を変えた。 

 

Goldstein, P. et al. (2018) PNAS, 115:E2528-E2537. 

 痛みを受けている人 P の恋人 L がその手を握ると痛みが和らぐが、両者の脳波計測では

α-mu 帯域（8-12 Hz）の同期が P の中央部と L の右半球で見られ、鎮痛効果に相関。 

 

Li, L.M.W. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:269-280. 

 文化的な相互独立的/相互協調的自己観の全脳的な rsFC を検討したが、両側の PCC, 楔

前部、左 IFG で相互独立的で活性が上昇。DMN, 実行 network 内外の FC も検討。 

 

Liu, Y. et al. (2018) Neuropsychol., 111:284-291. 

 創造性は自他関連処理（社会的認知）の network, 左 STS, 右 aIns, 右 pIns, 右 TPJ, mPFC

と中心後回との FC に関係するが、相互独立的な自己観の程度はこの関係に影響を与えた。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Olsen, A. et al. (2018) Neuroimage, 167:419-429. 

 低体重の早産だった若者に Not-X 連続実行検査などを行い、fMRI, DTI で脳の機能、線

維の FA などを検討。Reactive な実行機能に絡む活性は FA の減少、拡散性の増加が関係。 

 



Teicher, M.H. et al. (2018) Neuroimage, 169:443-452. 

 子供時代の neglect と abuse がその後の男女の海馬の容量に異なった影響を持った。男性

では neglect が 7 歳の、女性では abuse が 16 歳までの海馬の容量を予測した。 

 

Shi, F. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1358-1368. 

 480 名の 0-2y の乳幼児の脳の fMRI 計測を行い、rsFC のパターンから新しい乳幼児用の

脳の機能的な parcellation の提案をし、その有効性を論じた。 

 

Madan, C.R. & Kensinger, E.A. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:399-416. 

 1056 名の 18-97y の脳の構造を計測し、年齢予測の訓練を行った。その結果を独立したサ

ンプルに適用したが、6-7y の誤差だった。 

 

van Reekum, C.M. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:156-163. 

 38-79y の参加者に不快な風景をみせ、fMRI, sMRI で lPFC/mPFC の機能と構造を計測し

た。年齢を重ねると、vlPFC の活性と灰白質 integrity が低下、vmPFC の活性が増加した。 

 

Adab, H.Z. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:446-459. 

 運動学習段階には fast と slow の段階があるが、高齢者は fast の段階で成績がよく、slow

では悪い。DTI で FA を検討したが、左右 M1, 右 dPMC-左 M1 線維の FA 増加が関係。 

 

Delvenne, J.-F. & Castronovo, J. (2018) Brain Cognit., 122:26-33. 

 高齢者で視野を跨って行う Stroop task を行ったが、target と妨害刺激が同一視野内より

も視野間にあると成績がよい。これは加齢で脳梁の thinning が半球間の干渉を低下させた。 

 

Reagh, Z.M. et al. (2018) Neuron, 97:1187-1198. 

 健常な高齢者の alERC の活性低下と歯状回/CA3 の活性亢進がものの pattern separation

の低下と関係していた。 

 

Staffaroni, A.M. et al. (2018) J. Neurosci., 38:2809-2817. 

 高齢者で全脳、DMN subnetwork の rsFC を fMRI の継続的な記録で検討。FC は 50-66y

で増加、74y 過ぎで急速に低下。Within-DMN の FC は episodic 記憶、処理速度に関係。 

 

Geddes, M.R. et al. (2018) Neuroimage, 171:296-310. 

 高齢者では motivational cue と結びついた単語の記憶がよいという現象はみられなかっ

た。単語の提示期に若い人に見られる SN/VTA, 海馬の活性が高齢者では見られなかった。 

 



 

情動、不安、性格、個人差 

Lindström, B. et al. (2018) Neuroimage, 167:121-129. 

 直接の、社会学習による恐れの獲得には、扁桃核、aIns, ACC が関係するが、情報の流れ

が異なり、直接の恐れは扁桃核、社会的な恐れは aIns が network に入力を提供する。 

 

Feng, P. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:145-155. 

 24 時間の睡眠剥奪が恐れの学習と固定に与える影響を検討。剥奪は学習時に恐れの評定

と SCR を増加、固定時に扁桃核－vmPFC の FC 抑制、扁桃核－Ins の FC 増加。PTSD へ。 

 

Levine, S.M. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:164-172. 

 クモ恐怖症で、イヌと電撃の対提示による恐怖条件づけを行い、fMRI の classification で

両者を比較した。条件づけ前はイヌは中性刺激と分類されたが、条件づけ後はクモと分類。 

 

Lahat, A. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:281-289. 

 10y の学童で社会的不安に関係する行動抑制の傾向と報酬処理の関係を fMRI で検討。傾

向が高い者は尾状核の活性が強く、線条体の FC が高い。それは社会不安と相関。 

 

Yang, X. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:256-268. 

 ストレスを経験した後に正の情動、負の情動下でストレスについて振り返った（回復）。

ストレス時の vmPFC の活性が回復時の正の情動と関係していた。それは decentering で。 

 

Kruse, O. et al. (2018) Neuroimage, 171:15-25. 

 心理社会的ストレスを与えた後に appetitive な分化条件づけを行った。ストレスを受ける

と S-への過剰般化があり、海馬と扁桃核、vACC, OFC との機能結合の増加があった。 

 

Luo, Y. et al. (2018) Neuroimage, 171:311-322. 

 社会的ストレス経験後の文字検出課題で、背景に恐怖/中性の顔を提示。翌日の再認テス

トではストレスを経験すると恐怖顔の再認がよい。PFC-扁桃核の decoupling で説明。 

 

Rosenbaum, D. et al. (2018) Neuroimage, 171:107-115 

 Trier Social Stress Test 中の脳活性を fNIRS で計測した。その結果、dlPFC, IFG, SPC な

どよりなる認知制御と背側注意の network の活性が上がっていた。 

 

Hobson, H. et al. (2018) Neuropsychol., 111:229-240. 

 脳損傷患者で失感情言語化症 alexithymia と言語障害の関係を検討。非情動言語課題、物



品呼称の障害が自己の感情の同定の困難、すなわち、alexithymia と関係していた。 

 

Deng, Y. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1664-1672. 

 神経症傾向と接近/回避情動絵画課題の valence と動機づけの側面の関係を検討。動機づ

けは ACC, aIns の salient network の活性を modulate し、valence は lOFC と関係。 

 

Hsu, W.-T. et ak. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:224-232. 

 全脳的な rsFC のパターンで、connectome-based predictive modeling, CPM により、新し

い参加者の神経症傾向、外向性の予測を行うことができた。 

 

Xue, F. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1555-1562. 

 daIns は抑制に関係するが、性に動機づけられた行動に対しても抑制の機能を持つことを

性的な Go/No GO 課題、実生活での性的な risk-taking で明らかにした fMRI 研究。 

 

Horne, C.M. & Norbury, R. (2018) Neuroimage, 171:355-363. 

 夜型の人は抑うつのリスクがあるが、恐れ顔に対する扁桃核の過剰な活性、扁桃核と

dACC の FC の減少がみられた。 

 

 

経頭蓋磁気刺激 TMS, 経頭蓋直流刺激 tDCS, 経頭蓋交流刺激 tACS, その他の刺激 

Lowe, C.J. et al. (2018) Neuropsychol. 111:344-359. 

 反復 rTMS の一種 theta burst stimulation, TBS の PFC 実行機能への適用の総説。 

 

Ferrari, C. et al. (2018) Neuroimage, 169:256-264. 

 左小脳に与えた TMS は explicit, incidental な課題で表情の処理を損なった。小脳は運動

だけでなく、認知、情動にも関係する。 

 

Hämäläinen, S. et al. (2018) Neuroimage, 171:209-221. 

 フィンランド語とスウェーデン語のバイリンガルの左 pIFG に、刺激提示後 200 ms に

TMS を与えると、第 1 言語のフィンランド語で picture naming の RT が増加した。 

 

Sacheli, L.M. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:737-751. 

 他者の行動との synchronization と joint action（この違いは本文参照）に対する左 aIPS

への offline の抑制的な rTMS (TBS) は joint action に影響を持った。 

 

Koch, G. et al. (2018) Neuroimage, 169:302-311. 



 初期の Alz 患者の楔前部に高頻度 rTMS を与えると、エピソード記憶の改善がみられ、

脳波の計測では楔前部と DMN の mFCx の機能結合が増加していた。 

 

Wittkuhn, L. et al. (2018) Neuroimage, 167:384-395. 

 価値に基づく連続的な意思決定に対する dlPFC への抑制的な 1 Hz rTMS は選択の成績

を低下させた。Diffusion model によると連続する状態間の情報の統合の有効性が低下した。 

 

Kaarre, O. et al. (2018) Brain Cognit., 122:9-16. 

 左 M1 への TMS による脳波の N100 成分と注意の関係を検討。Centroparietal N100 の

振幅と注意の成績の間には負の相関があった。GABA と注意との関係を論じている。 

 

Pizoni, A. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1132-1140. 

 左 PMC への anode tDCS の verbal fluency task への影響を検討。TMS-EEG で課題関連

network の興奮性を検討。BA6, 44, 45 の興奮性が高まり、課題の成績と相関した。 

 

Avenanti, A. et al. (2018) Cerb. Cortex, 28:1282-1296. 

 左 IFG への抑制的 cathode/興奮的 anode tDCS は行為の結果の予測の成績をそれぞれ下

げ/上げた。MNS や predictive coding に整合的な結果。 

 

Binney, R.J. et al. (2018) Neuropsychol., 111:62-71. 

 Verbal fluency task では clustering と switching が重要。前者に関係する両側の前部側頭

葉への cathode tDCS は意味カテゴリによる fluency で、全体、cluster 内での語彙数が増加。 

 

Chesters, J. et al. (2018) Brain, 141:1161-1171. 

 成人の吃音者の左 IFG への anode tDCS と fluency の訓練を組み合わせると、fluency が

増加し、それは 1 週後には持続し、6 週後にも部分的に持続した。 

 

Tyler, S.C. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:656-666. 

 TPJ への高頻度経頭蓋 random noise stimulation, tRNS は時間関連の注意課題の成績を、

特に左視野で、上げた。 

 

Colzato, L.S. et al. (2018) Neuropsychol., 111:72-76. 

 経皮的な求心性の迷走神経の刺激 tVNS の創造性への影響を検討した。創造性のうち

convergent ではなく divergent thinking を亢進させたが、GABA の増加によると推察。 

 

Kucewicz, M.T. et al. (2018) Brain, 141:971-978. 



 テンカンの患者で海馬、PHC, PFC, TCx を直接電気刺激し、言語刺激の記憶への効果を

検討した。外側の TCx への刺激が記憶を向上させた。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Dickinson, A. et al. (2018) Neuropsychol., 111:369-376. 

 成人の高機能 ASD で steady state VEP を利用して側抑制の程度を検討した。グループと

して側抑制は control と差はないが、症状の重篤度は短距離の側抑制の増加と関連していた。 

 

Liska, A. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1141-1153. 

 ASD リスク遺伝子 CNTNAP2 と PFC の FC の関係の研究。 

 

 

注意欠陥多動障がい ADHD 

O’Halloran, L. et al. (2018) Neuroimage, 169:395-406. 

 ADHD 傾向の高い健常者と ADHD では持続的な注意に問題があるが、fMRI による FC

の検討では、運動 network、運動と頭頂、前頭、辺縁の network で非典型の強い結合がある。 

 

 

言語、読字、その障がい（失語 aphasia, 読字障がい dyslexia） 

Malins, J.G. et al. (2018) J. Neurosci., 38:2981-2989. 

 学童の読みのスキルが、fMRI で計測された読みの回路の活性の、通常使われる平均値で

なく、試行毎の活性の変動と正の相関をすることが明らかになった。 

 

Chang, T.-T. et al. (2018) Neuroimage, 167:162-177. 

 学童の読みと算数のスキルの学習には右 aIns を central hub とする領域固有、領域一般性

の network が関係する。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Lesica, N.A. (2018) Trend. Neurosci., 41:174-185. 

 Hearing aids が通常の聴知覚を回復するのが難しいことについての opinion 論文。 

 

Bauer, C.M. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:427-432. 

 早期の視覚障がい者の聴覚関連の線維束、鉤状束、弓状束を diffusion imaging tracto-

graphy で検討。左鉤状束の容量が増加し、右弓状束の一部で量的 anisotropy が増大した。 



 

Robson, M.K. et al. (2018) Neuropsychol., 111:377-386. 

 生得的な相貌失認で一群の顔の平均的な identity を抽出する ensemble coding を検討し

た。Image cue を統制した条件でも ensemble coding がみられたが、弱かった、 

 

Zhao, Y. et al. (2018) Neuroimage, 169:151-161. 

 発達性の相貌失認で、顔関連領野の rsFC を fMRI で検討した。コア領域内、コア領域と

延長領域間の FC が低下していた。とくに右 FFA, 後頭顔領域で FC が低下していた。 

 

Cyr, M. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1796-1804. 

 神経性過食症 BN に Simon task を課し、fMRI で計測した前頭－線条体のデータに MVPA

を適用し、BN と健常者の分類をさせた。BN は症状が初期の段階から分類できた。 

 

Spear, L.P. (2018) Nat. Rev., Neurosci., 19:197-214. 

 青年の飲酒が脳と行動に与える影響の総説。 

 

Tervo-Clemmens, B. et al. (2018) Neuroimage, 169:496-509. 

大麻使用と WM の関係を検討したが、一定の傾向の結果なし。 

 


