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Gayet, S. et al. Visual working memory enhances the neural response to matching visual 

input.  J. Neurosci., 37:6638-6647, 2017. 

 この論文はワーキング・メモリ WM に維持されている刺激とマッチした刺激が入力され

た時には、その新しい刺激への反応が高まることを示した。下の図に方法を示す。刺激

は図 D にある、視覚、三角、円で縦横比が 9 段階で異なる。図 A に課題がある。2 つの

刺激が継時的に提示され（Memory item 1, 2）、いずれの刺激を維持するのかを指定する

手掛かり刺激がでる（Retro-cue）。遅延後に新しい刺激 Probe が提示され、第 2 の遅延

後に Test items がでて、Memory item に一致していた刺激を選択することが求められ

る。図 B は維持している刺激と Probe 刺激の関係で、この例では円が一致 Memorized

で、もう一方の Memory item だった四角が Discarded, Memory item でなかった三角は

Unrelated である。図 C は Memory, Probe, Test 刺激の提示位置である。 

 



 fMRI による脳活性の分析で ROI を後頭、頭頂、前頭に設定したが、MVPA classifica-

tion を localizer run で行ったところ、後頭－頭頂 ROI が最も成績がよく、この ROI のみ

ですべての図形の組み合わせで有意な classify ができた。 

 まず、Probe 刺激への反応の univariate 分析を行い、Memorized, Unrelated, Discarded

で ROI の脳活性が異なるかを調べた（下の図 D）。各 ROI およびその複合 ROI で WM と

Probe がマッチする Memorized でその他より活性が強かった。 

 

 下の左図は後頭－頭頂 ROI で WM と Probe の内容（形）を classify できるかを検討し

た結果で、両者とも有意な分類ができ、この ROI に図形の表象があることを示した。下の

右図は Probe 提示時の形の分類 classify の結果で、WM と Probe が一致する時（Match）

には分類の成績がよい。一方、WM と一致しない Probe 間（Probe only）と Probe と一致

しない WM の内容の間（VWM only）の分類は有意でなかった。 

  

  



Danker, J.F. et al. Trial-by-trial hippocampal encoding activation predicts the fidelity of 

cortical reinstatement during subsequent retrieval. Cereb. Cortex, 27:3515-3524. 

 この論文は記銘時の海馬の活性の程度が想起時の皮質の再活性の程度に関係することを

示した。課題は名詞（例えば CAT）とネコの写真、あるいはネコの鳴き声の対提示を記銘

し、その後の想起では提示された名詞と対になっていたのは写真か鳴き声かを答える。 

 上の図は記銘時の海馬の活性と外測後頭、後頭、紡錘状皮質（以上、視覚）、島皮質

（聴覚）の想起時の活性の関係を示す。記銘時の海馬の活性が強いと想起時の皮質の活性 

 

も強い。 

次に MVPA 分析を行った。その

方法と結果を下の図に示す。図Aは

各刺激（P は絵、S は音）の記銘と

想起の活性パタンの類似度 ERS の

算出を示す。図 B の棒グラフはあ

る参加者の写真の試行の ERS の分

布を示しており、左右にそれぞれ最

も低いERS, 最も高いERS試行（刺

激）での記銘と想起の活性が示され

ている。高い ERS 試行では活性パ

タンが類似している。図 C は右海

馬における各試行（刺激）の記銘時

の活性とその後の ERS との関係を

示しており、この領域における記銘

時の活性が ERS の程度、すなわち

再活性の程度を予測することを示

している。 

この研究は、従来の事後記憶効果

subsequent memory effectを別の形

で検討したことになる。 



Vilà-Balló, A. et al. Unraveling the role of the hippocampus in reversal learning. J. Neurosci., 

37:6686-6697, 2017. 

 位置弁別の連続逆転学習で、人は課題の構造の表象を獲得し、予期的に行動する。これ

は古典的な強化学習で考慮されていない。この論文は強化学習による予測と比較すること 

 

 

により、海馬に課題の構造の表象があるこ

とを明らかにした。課題を上図に示す。左右

の四角に反応するが、正反応には happy 顔、

誤反応には sad 顔が図にある確率で提示さ

れる。正反応なのに提示される sad 顔を

spurious negative feedback といい、誤反応

に提示される sad 顔を incorrect negative 

feedback という（赤い矢印）。1 ブロックは

16-24 試行で、逆転（ルールの変更）は 16-

24 試行のどこかで起こる。言い換えると、

その前の試行では逆転は起こらない。 

 結果を左図に示す。図 A の青が実測値、

点線が強化学習理論の予測値で、ブロック

の前半の試行で予測よりも成績がよい。こ

れは後半の試行で spurious feedback で予期

的な反応交代が起こりやすく、 incorrect 

feedback で交代が起こりにくいことによ

る。図 C は両 feedback の後半の試行－前半

の試行の予期的交代の%で、学習がすすむ

につれ、spurious で増大、incorrect で減少 



している。すなわち、予期的な反応の交代が学習につれ増えており、課題の構造も学習さ

れている。下の図 A は両側の海馬がそれに関係することを、予期的反応交代について実測

値と強化学習理論の予測との差と海馬の灰白質の容量の正の相関から示した。 

  

  

  

 左図 A は成績について、健常（青）

と単側の海馬に損傷のある患者（黒）、

患者についての強化学習理論の予測

（点）を示す。強化学習理論の予測は

患者の成績と合致している。左図Cは

spurious と incorrectな negative feed-

back での予期的交代反応の%で、前ペ

ージの健常者の結果と大きく異なり、

学習進行により spurious で予期的交

代反応が増加することなく、また両

feedback に差が出てこない。 

 これらの結果から、人は古典的な強

化学習理論が考慮しない、課題の構造

の理解や予期的交代反応を行うこと

が示され、それには海馬が関係するこ

とが分かった。 



Humphreys, G.F. & Lambon Ralph, M.A. Mapping domain-selective and counterpointed 

domain-general higher cognitive functions in the lateral parietal cortex: Evidence from fMRI 

comparisons of difficulty-varying semantic versus visuo-spatial tasks, and functional 

connectivity analyses. Cereb. Cortex, 27:4199-4212, 2017. 

 この論文は意味と視空間課題で異なる難易度を設け、主に頭頂皮質の domain-selective 

 

 
 

 結果を上の図に示す。脳にある数字は棒グラフの番号に対応する。各グラフの左の２つ

のバーは意味課題、右のバーは視空間課題の脳活性の変化を示す。白いバーは難しい、灰

色のバーは易しい条件である。1．角回、2. IPS は両課題で同じように反応があり、また、

難易度に対する反応の相違も方向は逆だが、両課題でみられる。3. LOC, 4,7. SPL では視

空間課題に反応し、意味課題への反応は弱い。難易の効果は難＞易で安定しているが、視

空間課題のみで見られる。一方、5. 左 IFG, 6. pMTG では意味課題への反応が視空間課題

よりも強く、難しい課題への反応が強い。この結果から、角回、IPS には domain-general

な領域があり、他の領域は domain-selective である。機能結合に関しては、紙幅が尽きた

ので、本文を参照ください。  

と domain-general な領域を fMRI で明らかにし

た。また、機能結合からも検討した。両課題を左

図に示す。意味課題では提示された 2 つの語の関

連性を、視空間課題では 2 つの図形の同異を判断

する。 



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。しばしば出る長い単語は英語の

短縮系にしたい。以下にその例を上げる。各項目アルファベット順である。 

 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, デフォルト・モード・ネットワーク DMN, 嗅内皮質 ERC, 紡錘状

回顔領域 FFA, 前頭頭頂ネットワーク FPN, 下前頭回 IFG, 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, 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, 上頭頂皮質（小

葉）SPC (L), 上側頭回 STG, 線条体 STR, 上側頭溝 STS, 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, 長期記憶 LTM, 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, 心的外傷後ストレス障害 PTSD, 反応時間 RT, 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 

 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, 事象関連電位 ERP, 異方性比率 FA, 機能

的磁気共鳴画像法 fMRI, just noticeable difference JND, 後期陽性電位 LPP, 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, 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, voxel based lesion symptom mapping VLSM, 視覚誘発

電位 VEP 

 

 

 

認知機能一般 

Coburn, A. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1521-1531. 

 神経科学と建築の学際領域 neuroarchitecture についての総説。 

 



Stout, D. & Hecht, E.E. (2017) PNAS, 114:7861-7868. 

 ヒトの蓄積的 cumulative な文化についての進化神経科学的考察。 

 

 

訓練と自己統制 

Dinoff, A. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:1635-1646. 

 身体運動は mood や認知に良い影響を持つという。一回のエクササイズ・セッションが脳

由来神経栄養因子 BDNF に与える影響からこの点を検討したメタ分析。 

 

Zokaei, N. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1473-1482. 

 高齢者に対するコンピュータを用いた介入法についての提案。個々人の認知機能を確認

し、個人差を考慮した、特定の機能を対象とした訓練を行うべきであると主張。 

 

Metzler-Baddeley, C. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 20:1509-1520. 

 WMの訓練の上縦束への効果を髄鞘水分画、縦緩和率R1で検討。その結果、R1や restricted

体積分率、FA の増加、放射拡散性の減少などの結果がみられた。 

 

Rolle, C. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1483-1497. 

 20 代と 60，70 代の成人で、空間的注意の訓練を行ったところ、年齢に関係なく、空間的

注意の集中と分散、空間的 WM にプラスの効果があった。 

 

Saggar, M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3542-3552. 

 デザイン関連の訓練が創造性（自発的な即興）に与える効果を fMRI で検討。dlPFC, ACC, 

SMA, PCx など実行系は活動減少、小脳―大脳結合が増加し、implicit な処理が増大した。 

 

Filmer, H.L. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3675-3682. 

 参加者が意思決定の訓練を行っている時に左 PFC に anode tDCS を与えた。その結果、

訓練効果がみられ、訓練していない課題へも転移した。それは証拠蓄積率の増加による。 

 

Katz, B. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1498-1508. 

 WM 訓練と tDCS を組み合わせた研究では、baseline の認知能力、動機づけのレベルと

tDCS の条件（active/sham）に交互作用があった。Active/sham の効果の違いは 1 年持続。 

 

 

意思決定 

Guo, Y. et al. (2017) Neuropsychol., 102:229-236. 



 Future time perspective と delay discounting は負の相関をするが、VBM による vmPFC

の灰白質の容量が両者の関係を仲介していた。 

 

Noonan, M.A.P. et al. (2017) J. Neurosci., 37:7023-7035. 

 lOFC 損傷者では選択と報酬の関係、すなわち credit assignment が損なわれ、 mOFC 

/vmPFC 損傷者では高価値の妨害的な選択肢の導入で価値の比較が乱された。 

 

 

社会認知神経科学 

Oosterwijk, S. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1025-1035. 

 自己の情動的行為、内臓感覚、置かれた状況の imagery に関連する脳領域が、他者のこれ

らについての理解にも利用されることを、fMRI の MVPA で明らかにした。 

 

Hadjikhani, N. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1197-1207. 

情動の表情の動画観察で、刺激の目に eye contact を起こす＋サインの有無で脳活性が異

なるか fMRI で検討した。＋で扁桃核と他の領域の機能結合は恐れ、不安を除いて増加。 

 

Laurita, A.C. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1072-1082. 

 恋人、親、親友など attachment の程度が異なる知人の trait 判断時に fMRI 計測を行った。

自己や恋人では DMN などが活性化し、親、親友では側頭葉内側部、前部に活性があった。 

 

Thornton, M.A. & Mitchell, J.P. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1583-1594. 

 親しい他者について考えたときに活性化する領域を fMRI-MVPA で検討。自他、社会関

連領域が活性化したが、mPCx は人と context 両方を表象し中心的役割を。その他の結果。 

 

Kitayama, S. et al. (2017) PNAS, 114:7969-7974. 

 相互協調的自己観と脳の関係を sMRI で検討し、OFC の容量がそれと負に相関すること

を見出した。それは自己の利益への期待の減少、環境への注意増加に関係していた。 

 

Park, B. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1083-1096. 

 人は自分が好ましいと思う情動表現をする人を信頼することを欧州系米国人と韓国人で

明らかにしたが、NAcc 活性の増加、右 TPJ 活性の低下がそれに関係した。 

 

Imhof, M.A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1188-1196. 

 飲酒の危険を報せるよい宣伝は、多くの参加者の間で共通に dlPFC, Ins, 楔前部など注意、

自己関連、情動関連の処理の領域を活性化させた。Communication neuroscience fMRI 研究。 



 

Gangle, K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1108-1117. 

 高圧的、合理的な税務当局に対する納税行動を脳波も含めて検討した。脳波の結果は合理

的な当局では納税の意思決定で conflict が高まり、認知的な要求が増加することを示した。 

 

Lwi, S.J. et al. (2017) PNAS, 114:7319-7324. 

 神経変性疾患の患者を介護する人のメンタルヘルスが低いと患者の死亡率は増大する。 

 

 

発達・加齢 

Tourbier, S. et al. (2017) Neuroimage, 155:460-472. 

 胎児の脳の localization と extraction についての template を利用した新しい方法の提案。 

 

Cheng, D.T. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3752-3767. 

 胎児期にアルコールにさらされると眼瞼条件反射に悪影響が出るが、その fMRI 研究。左

の深部小脳核、左第 6 小葉が条件反射に関係するが、それらに障がいがある。 

 

Young, J.M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4094-4105. 

 極度の早産児の白質の発達を DTI で 4 歳まで追い、認知機能との関係を検討。FA, 平均、

axial, radial 拡散性を計測。FA や拡散性の変化率と認知機能の関係を明らかにした。 

 

Cao, M. et al. (2017) Trend. Neurosci., 40:494-506. 

 Postmenstrual 20 週から 5 歳までの脳の構造的、機能的結合の発達に関する総説。 

 

Long, X. et al. (2017) Neuroimage, 155:322-330. 

 平均 4 歳の幼児の fMRI 計測を行い、local, global な活性、機能結合の発達的変化を検討。

DMN, FPN は local. global も年齢で増加、SPL, STG は local と global で逆の発達的変化。 

 

Silvers, J.A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3502-3514, 

 児童から青年にかけて発達する不の情動の制御は左 vlPFC が扁桃核の活性を抑えること

によるが、それには vmPFC と扁桃核の負の機能結合が関係する。 

 

Fandakova, Y. et al. (2017) PNAS, 114:7582-7587. 

 記憶の確信度から推定されるメタ記憶の発達を児童と成人で検討。児童では縦断的に

sMRI 記録も。年齢によりメタ記憶は増大するが、vmPFC の増大、aIns の減少が関係。 

 



Monge, Z.A. et al. (2017) Neuroimage, 155:257-270. 

 注意における bottom-up と top-down の影響と年齢（19-78 歳）の関係を size singleton

を含む conjunction 視覚探査で検討。42 歳を超えると、top-down の前頭頭頂結合が重要。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Martínez, K. et al. (2017) Neuroimage, 155:234-244. 

 T1, 拡散強調画像で、半球間、半球内結合、その間/内比と脳の大きさを調べ、性差、言

語と空間機能の関係を検討。男女で比が大きいことが言語、空間機能の個人差に関係した。 

 

Khemka, S. et al. (2017) J. Neurosci., 37:6869-6876. 

 接近－回避 conflict の実行中に MEG を記録し、海馬の振動に注目。罰シグナルは罰の大

きさと確率を知らせる。γ成分は罰の確率の増加でθ変動の影響を受け、脅威の記憶に関係。 

 

Sevinc, G. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1118-1127. 

 モラル情報の検出に mrPFC, aIns, dACC を含む salience network が関係することを fMRI

と narrative completion task で明らかにした。 

 

Tang, H. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1149-1158. 

 モラルと身体的な清潔さは関係するが、清潔にする行為と清潔さへの priming ではその

後の行動が異なった。fMRI では実際の行為と priming が異なる脳領域を活性化させた。 

 

Nostro, A.D. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3698-3712. 

 性格－脳の関係の性差を NEO FFI－VBM で検討。男性のみで神経症傾向、外向性、誠実

性と左楔前部/頭頂後頭溝の灰白質容量が相関した。性差は重要。 

 

Anderson, B.A. et al. (2017) J. Neurophysiol., 118:64-68. 

 性格の衝動性と線条体の D2/D3 受容体の密度が密接に関係することは安静時の研究で

分かったが、課題実行中の PET 計測でもそれが確認された。 

 

Hosking, J.G. et al. (2017) Neuron, 95:221-231. 

 Psychopathy では intrinsic で調節的な皮質－線条体の機能結合が低下し、それは NAcc の

主観的な価値信号を増大させ、犯罪に結びつきやすい。 

 

Gagnepain, P. et al. (2017) J. Neurosci., 37:6423-6441. 

 不快な記憶の想起を抑制することは、右前頭頭頂系が海馬前部と扁桃核を同時並行的に



抑制することで達成されることを、fMRI と DCM で明らかにした。 

 

 

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 

Hill, C.A. et al. (2017) Nat. Neurosci., 20:1142-1149. 

 右 TPJ への抑制的なθburst TMS の strategic な社会行動への影響を検討。TMS により

mentalizing 関連の行動、脳活動が減少し、mPFC の腹、背側部との機能結合も減少した。 

 

Santiesteban, I. et al. (2017) Neuroimage, 155:305-311. 

 右 TPJ に妨害的な TMS を与え、self-perspective judgement への影響をみた。TMS は刺

激が mentalistic/non-mentalistic に関係なく妨害し、domain-general な注意の問題とした。 

 

Montefinese, M. et al. (2017) Neuroimage, 155:72-81. 

 PPC への反復 TMS の二けたの暗算への影響を検討。IPS の水平部への TMS は加算で右

半球の影響が強く、腹側部では左右差は減少した。その他、角回、縁上回の結果も。 

 

Mazzoni, N. et al. (2017) J. Neurosci., 37:7231-7239. 

 Point light による幸福と恐怖の全身運動に adapt させると aftereffect がみられるが、aIPS

に TMS を与えると adaptation の効果がなくなり、ここに情動的な身体運動の表象がある。 

 

Smirni, D. et al. (2017) Neuropsychol., 102:109-115. 

 抑制的な反復 TMS を左右の lPFC に与え、phonemic fluency task への影響をみた。左半

球では成績が低下し、右半球では向上した。半球間の抑制的関係を抑えて成績が向上した。 

 

Zuanazzi, A. & Cattaneo, L. (2017) Neuropsychol., 102:197-205. 

空間的注意の半球間の役割を検討するために、左 PPC に tDCS, 右 PPC に TMS を与え

た。TMS は左視野の注意を阻害したが、前もって与えた tDCS は影響なし。両半球は独立。 

 

Wörsching, J. et al. (2017) Neuroimage, 155:187-201. 

 両側の dlPFC への tDCS（F3-anode, F4-cathode）の安静時機能結合への効果の test-retest

の信頼性を検討した。その結果、信頼性は none to low だった。 

 

Ladenbauer, J. et al. (2017) J. Neurosci., 37:7111-7124. 

 軽度の認知症者の午睡時に低変動の tDCS を与えると、EEG 記録による slow oscillation, 

紡錘波に好ましい変化があり、宣言的記憶の固定が増加した。 

 



Yang, T. & Banissy, M.J. (2017) Neuropsychol., 102:163-169. 

 60 歳以上の高齢者に高頻度の transcranial random noise stimulation, tRNS を IFG に与え

たところ、怒りの表情の知覚が改善。ただし、基礎的能力、性による影響があった。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Knaus, T.A. et al. (2017) Brain Cognit., 117:57-64. 

 ASD と TD の意味類似性判断課題中の脳活性を fMRI で計測。TD では preSMA に活性

があるが、ASD にはない。ASD では左前頭の活性が低い、左側頭が高いと言語能力がよい。 

 

Kana, R.K. et al. (2017) Neuropsychol., 102:116-123. 

 高機能 ASD と TD に形容詞が自分に当てはまるか、他者に当てはまるか判断させた。両

者の違いは左 IFG, IPL で ASD の活性が弱く、意味的、社会的処理が弱い。ACC の結合も。 

 

Constantino, J.N. et al. (2017) Nature, 547:340-344. 

 社会的な刺激への preference を双生児、ASD, TD で眼球運動を計測し検討。一卵性双生

児では行動の一致が高く、遺伝性が最も高い顔刺激への preference が ASD では低かった。 

 

Bethlehem, R.A.I. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:4267-4276. 

 ASD と ADHD は異なる障がいだが共通する面、共存症もある。皮質の厚さに基づいて

structural covariance network を作成し、両障がいの共通、独自の network 特性を明らかに。 

 

 

注意欠陥多動障がい ADHD 

Ellis, A.J. et al. (2017) Neuropsychol., 102:45-51. 

 ADHD が Go/No Go 課題を実行している時に EEG を記録。dlPFC を発生源とするα波

の半球非対称が抑制失敗に関係、処理後期における非対照性も commission error に関係。 

 

Takács, Á. et al. (2017) Brain Cognit., 117:33-40. 

 ADHD と Tourette syndrome TS に implicit な sequence learning を行わせた。両者は TD

と異ならない結果。ただし、TS ではある種の手続き記憶に問題がある可能性。 

 

Cary, R.P. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3970-3979. 

 成人の ADHD に興奮薬 dextroamphetamine/amphetamine などを投与し、fMRI で機能

結合を検討。ADHD では atypical な結合があったが、投与でそれは消失しないが減少した。 

 



 

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

Benavides-Varela, S. et al. (2017) PNAS, 114:7588-7593. 

 日常的場面での新生児の語音の認知を NIRS の機能結合と順応で検討。記銘時には側頭皮

質と左前頭皮質、再認時は側頭－頭頂皮質と右前頭皮質の interplay が関係していた。 

 

Blumenthal, A. et al. (2017) Neuropsychol., 102:237-247. 

 誕生時の海馬の損傷で健忘症になった HC さんで意味とエピソード記憶の独立を検討。

物の概念の intrinsic と extrinsic な特徴に関して、HC は後者に障害。完全独立ではない。 

 

Vaquero, L. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3906-3917. 

 ドイツ語話者でヒンディ語の模倣能力と弓状束 AF の関係を DTI で検討。AF 容量の左半

球への側性化が能力に関係。左 AF の前方部分の FA が大だと模倣能力が優れていた。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Walle, K.M. et al. (2017) Brain Cognit., 117:84-96. 

 右半球卒中の患者と control で視野闘争の実験をした。用いたのは Gabor 刺激で空間周波

数が異なる。患者では交代率低下、高い周波数への偏好、右眼優位の亢進があった。 

 

Vercillo, T. & Jiang, F. (2017) Neuropsychol., 102:39-44. 

 初期の聴覚障がい者で運動実施と刺激提示の時間関係の判断を行わせた。障がい者は健

常者に比べ JND が増大し、また、視覚刺激の提示位置で健常、障がいの差が出た。 

 

Burns, E.J. et al. (2017) Neuropsychol., 102:217-228. 

 発達性の相貌失認で、中性顔、幸福顔、その hybrid（高周波中性＋低周波幸福で無意識に

幸福顔と知覚）に adapt させその影響をみた。幸福顔で adaptation aftereffect あり。 

 

Roswandowitz, C. et al. (2017) Neuroimage, 155:97-112. 

 話者同定ができない発達性の phonagnosia には統覚型と連合型があるが、前者では右の

音声関連領域の活性が音声/非音声、同定/認知課題で低下し、後者では同定/知覚で右音声

関連領域と扁桃核など supramodal な領域との機能結合が低下していた。 

 


