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Schalk, G. et al. Facephenes and rainbows: Causal evidence for functional and anatomical 

specificity of face and color processing in the human brain. PNAS, 114:12285-12290, 2017. 

 この論文はテンカンの患者で紡錘状皮質から脳波を記録、また電気刺激をして、顔と色に 

 

 

 

関係する領域の刺激特異

性を明らかにした。使用し

た刺激は色付き、gray-scale

の顔、もの、数字、文字な

どである（中図参照）。上図

で赤は顔＞もの、青は色有

＞色無の電極の位置。中図

は皮質の脳波の gamma 反

応の各刺激に対する時間

的変化で、右半球 RH と左

半球 LH の結果が示されて

いる。上図の表示と一致し

ていることを確認された

い。そして、顔の領域では

顔のみに応答する電極が

あるのが分かる。下図は電

極 181-182（顔優位）の、

電極 177-178（色優位）の

電気刺激の結果の言語報

告である。左は立方体の

箱、右は実験者の顔を提示

した時の反応である。顔優

位の電極の刺激では、箱に 

対して、目や口が見えると報告し、顔に対して

は顔が変化していると報告。色優位の電極の刺

激では箱、顔に対して虹（色）がみえると報告

している。これらの結果をまとめて、顔や色の

処理に特異的な領域が機能的にも解剖学的に

も確かにあると結論している。なお、Baroni, F. 

et al., Neuroimage, 162:322-343, 2017 もある。 



Pomiechowska, B. & Csibra, G, Motor activation during action perception depends on action 

interpretation. Neuropsychologia, 105:84-91, 2017. 

 Motor mirroring は行為の解釈 interpretation によること、行為の解釈には grasping のよ

うな道具的なものと、pointing のような指示的 referential なものがあり、mirroring は道具

的な行為の観察で生じるが、それも状況によって変化することを示した。なお、mirroring

は脳波の mu suppression を指標とした。課題は上図 A, B にある。行為には上記 2 つに加 

 

  

えて、reaching が

ある。動画の前に

対象とともに純

音か声「注意し

て」が提示され

た。 

 下図が結果で、下は時間（x 軸）

周波数（y 軸）で、長方形の領域

が分析の窓。mu suppression を検

討するため動画で行為が行われ

ている 1.4-2.3 s, 8-12 Hz が選ば

れた。左が純音、右が言葉の結果

である。中立的な純音では道具的

な graspingでmu suppressionが、

すなわち、mirroringが生起してい

る。一方、言葉では mirroring が

減少し、行為の間に差はなくなっ

た。これは言葉が指示的な役割を

持ったためと考えられた。道具的

なら mirroring が起こるわけでは

ない。以上は実験 1 の結果だが、

見る行為の予測がつかない実験 2

では reachingが純音下で graspと

point の中間の結果を示した。 



Lerner, I. et al. Baseline levels of rapid eye movement sleep may protect against excessive 

activity in fear-related neural circuitry. J. Neurosci., 37:11233-11244, 2017. 

 この論文は恐怖条件づけ前 1 週間のレム睡眠の程度が条件づけに対する海馬、扁桃核、

腹内側前頭前野 vmPFC の活動に影響を与えることを fMRI, 皮膚電動反応 SCR で示した。

二つの実験があるが、実験 1 の主要な結果を紹介する。課題は上図にある通りで、Scan 1 で

条件づけと消去（context が異なる）、1 日後の Scan 2 で再生のテスト。色の異なる２つの 

 

電撃 

電撃と対になる CS+と

CS-がある。 

 下図 A, B は上から、条

件づけにおける扁桃核、

vmPFC, 海馬の活性レベ

ルとレム睡眠の割合であ

る（緑の点）。いずれも負

の相関を示し、レム睡眠が

多いほど、これらの領域の

活性が低い。また、図は示

さないが、SCR は条件づ

けで、CS+の方が、CS-よ 

りも値が大きい。下図 A に

SCR の反応と扁桃核の活性の

レベルの関係が示されている

（赤い点）。こちらは正の相関

である。また、レム睡眠と SCR

の間には関係がなかった。図

を載せる余裕はないが、機能

結合を causal modelingで分析

すると、海馬が扁桃核と

vmPFC の活性を調節してい

た。そして、レム睡眠の%と時

間が海馬－扁桃核、海馬－

vmPFC の結合と負の相関を

示した。レム睡眠が多いほど、

結合は弱い。これらの結果は

レム睡眠が恐怖条件づけを間

接的に調節することを示唆す

ると結論した。 



Blangero, A. & Kelly, S.P. Neural signature of value-based sensorimotor prioritization in 

humans. J. Neurosci., 37:10725-10737, 2017. 

 この論文は価値に基づく prioritization の神経的なサインを、行動と ERP のデータに信

号検出理論と drift diffusion model を適用して、明らかにした。課題は上図 A にある。中

央に凝視点があり、左右に色が異なる円が提示される。色により価値が異なる。凝視点が

左右の円の一方の色に変わるが、その色と一致した円に saccade する。図 B は saccade 潜

時の分布で、実線が正、点線が誤反応、赤が高価値、緑が低価値。図 C は各参加者のｘ軸

が価値 bias (ROC AUC), y 軸が低価値－高価値の誤反応率の差。価値バイアスで 4 群に。 

 

 下図は ERP の結果で、図 A は時間と電極の位置の t-値 map。左右半球の対応領域を一

つの平面に。後方の電極、280-400 ms で高い t 値（絶対値）がみられる。図 B は PO7 と

PO8 での ERP 波形で、高価値左視野が赤、右視野が青。高価値左視野－高価値右視野、 

 



すなわち、右半球では高価値－低価値、左半球では低価値－高価値、の結果を中央に示

す。左右半球の後方（PO7, PO8）で極性が逆転している。価値の差による ERP の差は後

部対側陽電位 PCP と呼ばれ、価値による prioritization に関係する。図 C は前ページ上図

C の４群別に PCP を表示したもので、ROC AUC に対応した結果になっている。 

 

 

 

 PCP と行動との関係をさらに検討するために、drift diffusion model（これについては理

解できていないので、以下の記述には注意して下さい）で各参加者の価値バイアスの程度

を（Value-Based Starting Point Bias）で表現すると、図 A にあるように、それは各参加者

の PCP と高い相関を示した。図 B は PCP を大小に二分し、価値高での正反応（赤実

線）、誤反応（赤点線）、価値低出の正反応（緑実線）、誤反応（緑点線）での反応潜時の

分布である。PCP が小さいときは価値の差による反応潜時の分布が類似しており、中央の

グラフにあるように、価値バイアスの程度も減少している。図 C は低価値の試行で、ROC

分析により、単一試行の PCP 振幅に基づいて誤反応 vs 正反応を予測した結果。高価値左

視野、高価値右視野別に予測した。PCP の算出法により、高価値左視野では 0.5 以上、高

価値右視野では 0.5 以下になる。平均 0.64 の確率で予測できた。これらの結果は、PCP

が価値に基づく prioritization の神経的なサインであることを示した。 

 さらに follow-up の実験があるが、消化不良なので、それらは省略する。  



Qiao, L. et al. Dynamic trial-by-trial recoding of task-set representations in the frontoparietal 

cortex mediates behavioral flexibility. J. Neurosci., 37:11037-11050, 2017. 

 Cued-task switch の課題で、task-set（顔/家）の表象を fMRI データに MVPA を適用して

検討した。とくに、同じ set が続く repeat, R 条件と set が変わる switch, S 条件の比較をし 

 

 第 1 の仮説は、task-set の表象は R 試行の方が S 試行よりも明瞭、強いということ。検

討結果を下図に示す。縦軸は set の判断基準からの距離で、値が大きいほど表象が強い。

横軸は ROI である（L, R は左右。楔前部 precuneus、中側頭回 MTG、楔部 Cuneus、紡

錘状回 FG、上頭頂小葉 SPL、下頭頂小葉 IPL、下前頭回 IFG、下前頭接合部 IFJ、補足運

動野 SMA、上側頭回 STG）。この図からわかるように、すべての ROI で R 試行の方が set

（顔/家）の表象が有意に強い。 

 

 第 2 の仮説は連続する試行が R 試行の方が S 試行よりも表象の類似性が高いというも

の。検討結果が次ページ上図で、すべての ROI で R 試行の方が類似性は有意に高い。  

第 3 の仮説は連続する試行の set の表象の類似性は行動を予測するというもの。そのた

めに set の表象の類似性と試行ごとの反応時間 RT の間の相関を検討した。すなわち、R  

た。上図は課題で、顔と家の写真が重なって表示される。

顔では男女の判断、家では一階、二階の判断を行う。顔、

家のいずれの判断をするかは 0.5 s-2.5s 前に図形で指定

される（顔：円、正方形：家）。図では 3 試行が表示され 

     ているが、１試行と 2 試行の間は switch で、 

        2 試行と 3 試行は repeat である。論文 

        では 5 つの仮説を提示し、それを検証 

           している。ROI として、顔、家 

                 を表象している脳 

                 領域を決定した。

ROI は下図参照。 



 

 

  

試行では高い類似性は促進的に働

くが、S 試行では妨害的に働く。結

果は左の表で S 試行の set の類似性

と RT とは正の相関を示した。省略

したが、R 試行では負の相関。 

 仮説 4，5 は下図が関係する。下

図 A で Point of origin で左方向へ行

くほど顔の表象が、右へ行くほど家

の表象が強まる。この図で、F, H は

それぞれ顔、家。R は repeat, S は FS

が家から顔への変更、FH は顔から

家への変更。点線の矢印の長さが各

条件での表象の非類似性に対応す

る。詳細は本文を読んでもらう他な

いが、仮説 4 は非類似性が（FS-HS, 

HR-HS, FR-FS）>（FS-HR, FR-HS）

>（FR-HR）になるというもの。下

図 B の結果はこの仮説に合ってい

る。仮説 5 は cue と target の非類似

性の違いで、target が異なる FS-HS 

（FR-HS, FS-HR も）では cue< 

target, 課題は同じだが、cue に変化

が あ っ た FR-FS, HR-HS で は

cu>targetになるというもの。下図 B

の結果はほぼ仮説に合致した。最後

の点は端折ったので、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。以下にその例を挙げる。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, 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, 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, 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, 

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, 急速連続視覚提示RSVP, 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, 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, 安静時機能結合

rsFC, 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 

Hodgson, K. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5539-5546. 

 安静時 fMRI 計測時の頭部の運動が BMI と相関し、いずれも遺伝することを明らかにし

た。 

 

Burin, D. et al. (2017) Neuropsychol., 107:41-47. 

 1 週間の左手の不動がゴム手袋の錯覚 RHI と TMS による運動閾値など生理指標に与え

る影響を検討。不動の手で RHI が増加し、それは対側半球の運動閾値と正の相関。 

 

 

訓練と自己統制 

Watanabe, T. et al. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:997-1010. 

 fMRI の real-time neurofeedback についての総説。 

 

Frith, E. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2557-2564. 

 High-intensity treadmill exercise を学習前に行うと、LTM（20 分、24 時間後）に効果が

あった。学習中、後の exercise は効果なく、学習、STM, prospective memory に効果なし。 

 

Jeon, H.-A. & Friederici, A.D. (2017) Cereb. Cortex, 27:5603-5615. 

 数学の専門家と非専門家で数学的に表現された階層構造の処理の脳の活性、機能結合を

fMRI により検討。非専門家の方が左 IFG, IPL などで活性が強く、他領域との結合が強い。 

 

Zhao, T.C. et al. (2017) Neuropsychol., 106:289-297. 

 音楽家と非音楽家に拍子の逸脱を与え、deviant に対する MMN を検討した。音楽家の方

のMMNが小さい。正確で有効な拍子のmental modelが少ない脳活動で deviantに対応可。 

 

 

意思決定、報酬 

Padoa-schioppa, C. & Conen, K.E. (2017) Neuron, 96:736-754. 

 OFC と経済的意思決定に関する総説。 

 

Oumeziane, B.A. et al. (2017) Neuropsychol., 107:48-59. 

 新しい社会的報酬の課題 social incentive delay を開発し、金銭的報酬との比較をした。報

酬手掛かり、outcome 予測、outcome 評価の段階で両報酬は類似の ERP を示した。 

 

 



社会認知神経科学 

Gamond, L. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2584-2595. 

 ある集団に所属することは、自他の集団の構成員の表情の知覚に、初期の段階 30-100 ms

から影響を与え、期待される表情と期待されない表情に差が出る。脳波、fMRI 研究。 

 

Greven, I.M. & Ramsey, R. (2017) Neuropsychol., 106:225-235. 

 自他の集団の構成員の知覚の fMRI 研究。身体知覚や ToM 関連の network は集団のバイ

アスと社会的情報の valence が一致する（自－posi, 他－nega）方向で tuning されている。 

 

Fauchon, C. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2629-2637. 

 自己の痛みに対する他者からの empathetic, unempathetic な支援の効果を検討した。

Empatheticな commentは痛みを和らげ、unempatheticのそれは痛みに影響なし等の結果。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Bornstein, M. et al. (2017) PNAS, Oct 23, E9465-9473. 

 11 か国の初産の母親の我が子の鳴き声に対する行動と、米国、中国、イタリアでの fMRI

研究。養育の行動が出るが、それに関係する SMA, IFC, STC, STR などで活性がみられた。 

 

Cole, J.H. & Franke, K. (2017) Trend. Neurosci., 40:681-690. 

 Neuroimaging に基づく biomarker で個人の脳年齢の予測についての opinion 論文。 

 

Knickmeyer, R.C. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5616-5625. 

 756名の新生児の脳容量と 17 の人口統計学 demographic と産婦人科の変数との関連を検

討。新生児の体重等の他、両親の教育、母親の人種、喫煙、精神障害歴が marginal な関連。 

 

Kjaer, M. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5477-5484. 

 亡くなった新生児から 33 mo の幼児で、neuron と glia 細胞数を stereological に調べた。

両細胞合わせて 36.8 x 109で、約半数が glia だった。Neuron 数は成人と変わらない。 

 

Liu, S. et al. (2017) Science, 358:1038-1041. 

 10 mo の幼児は、cost が異なる行為で等しく目標物を得るのを観察した後のテストでは、

cost が大きな行為を好んで見た。行為の cost から目標の価値を推測している。 

 

Eaton-Rosen, Z. et al. (2017) Neuroimage, 162:65072. 

 早産児の皮質の FA, radial alignment (radiality index) の発達的変化を拡散強調 MRI で検



討。DIAMOND model が FA や radiality index に鋭敏で、発達は皮質領域により異なる。 

 

Arthursson, P.-M.S.H. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6172-6184. 

 13yになった極度の早産児VPの空間WMの脳活性の fMRI研究。課題はbackward span。

VP は SFG の活性が高く、PHG の活性が低い。forward 課題へ変更も特異的な活性が。 

 

Levman, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5931-5942. 

 0-32y の 988 名の脳の sMRI データで、多くの biomarker により、健常な脳の発達を明ら

かにしようとした。性差、左右差にも注意した。脳の発達異常の検出に役立つと期待。 

 

Harty, S. et al. (2017) Neuroimage, 161:43-55. 

 平均 23.5y と 72.1y の参加者でエラーを報告する Go/No Go 課題中に脳波を計測。同成

績でも高齢者は報告が少なく、それはmPFC の 2-7Hz 波、頭頂のエラー関連陽電位が関係。 

 

Lubitz, A.F. et al. (2017) Neuropsychol., 106:42-51. 

 23 y と 68 y の参加者で n-back 課題中に ERP を計測。高齢者は成績が悪く、前頭の P200, 

頭頂の P300 が小さく、P300 が前頭に移動。高齢者で成績と ERP に関係がみられた。 

 

Konishi, K. et al. (2017) Neuropsychol., 106:310-321. 

 107 名の平均 65y の高齢者で wayfinding と navigation 課題を用い、sMRI による海馬の

容量と一般認知能力、空間記憶能力、空間ストラテジーが正の相関をすることを示した。 

 

Hays, C.C. et al. (2017) Neuropsychol., 107:76-83. 

 有名人の顔の命名には昔と最近の有名人で差がある Ribot temporal gradient, RTG。平均

73 y の参加者で RTG 有は RTG 無に比べ、脳血流減少、MTL 灰白質容量減少がみられた。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Yoshimura, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6206-6217. 

 視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の感覚処理の個人差は、一次、二次のこれらのモダリティ

関連領域の灰白質の容量と関係することを sMRI 計測で明らかにした。 

 

Zheng, Y. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6019-6028. 

 刺激希求性 SS と risk-taking の関係を fMRI で検討。SS の高い者は dmPFC などの risk

処理領野の活性が低下、risk 抑制時にACC, 右 aInsの認知制御、情動処理系が過剰に反応。 

 



Liu, J. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5496-5508. 

 空間 WM の個人差は DMN, 視覚、背側注意、FPN の network nodal connectivity が関係

するが、これらの領域の network hub がその多くを説明した。 

 

Besteher, B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6230-6238. 

 怒り易さと脳の構造の関係を VBM, 皮質の厚さ、gyrification で検討。性格は VBM では

両側の ACC,OFC 等の容量と正の相関、厚さは中心前回、gyrification は Ins, STG と相関。 

 

Tobia, M.J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6185-6205. 

 心理社会的なストレスに対する個人差は vmPFC, 帯状皮質、aIns, 扁桃核などよりなる

快、不快の情動関連の network の dynamic FC の変動としてとらえられた。 

 

Lange, I. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1720-1729. 

 行動的な pattern separation, PS と恐怖条件づけの般化の関係を fMRI の脳計測も含め検

討。PS の低下は般化の増大へ。vmPFC, OFC と機能結合する脳梁下皮質の活性が低下。 

 

Buff, C. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1766-1774. 

 GAD の持続的な不安予期と扁桃核、分界条床核の関係を fMRI で検討。予期の開始で扁

桃核が一過的に活性化し、その後持続的な活性が分界条床核でみられた。 

 

Harricharan, S. et al. (2017) Neuropsychol., 106:169-178. 

 PTSD とその解離性の subtype, PTSD+DS と control で前庭核と dlPFC, pIns, 縁上回の

機能結合を検討。結合はそれぞれの群で異なっており、それが異なる症状と関係する。 

 

Figueroa, C.A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1803-1813. 

 大うつ病の寛解者と健常者で、悲しい自伝的記憶を想起させ、DMN の rsFC を fMRI で

検討。健常では DMN 後部と海馬の結合が増加。寛解者では結合の程度と病的症状が相関。 

 

Santamaría-García, H. et al. (2017) Brain, 140:3357-3377. 

 前頭側頭認知障害と envy と Schadenfreude（他人の不幸は蜜の味）の損傷研究。 

 

 

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 

Koivisto, M. et al. (2017) Neuropsychol., 107:94-101. 

 右 IPS 領域への TMS は両視野に提示された Gabor patch の visibility を右視野にシフト

させ、ERP の後部 N1 を減少させた。視覚領野での recurrent な活動が亢進。左右差あり。 



 

Bardi, L. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1775-1782. 

 右 TPJ への反復 TMS は spontaneous な ToM 課題に影響を与えたが、行為者の belief に

は影響しなかった。右 TPJ は自己－他者の区別に関係するのではないか。 

 

Mulckhuyse, M. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1814-1822. 

 右 PPC への抑制的な TMS は、課題に無関係な脅威の妨害刺激に対する注意を長引かせ

る効果を持った。右 PPC は妨害刺激から注意を disengage させるのに関係する。 

 

Woollams, A.M. et al. (2017) PNAS, 114:12279-12284. 

 左前部側頭皮質に損傷を模す TMS を与え、綴りと発音で非典型の語の理解が意味に依存

する点に着目。その個人差が TMS で強調され、意味に依存するほど TMS の影響を。 

 

Tik, M. et al. (2017) Neuroimage, 162:289-296. 

 左 dlPFC への反復 TMS はうつ病の治療に効果があるが、その機序を rsFC への効果で検

討。TMS は ACC の meso-cortico-limbic (reward) network の rsFC を増加させた。 

 

Lishikar, E.D. et al. (2017) Neuropsychol., 106:390-397. 

 記銘時の左 dlPFC への tDCS は再生には促進的に働いたが、再認には影響がなかった。

tDCS は recollection の過程を促進させる。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Maximo, J.O. et al. (2017) Brain Lang., 175:11-17. 

 読みの介入を受けた ASD の学童は読みの成績が向上したが、脳内の読み関連のネットワ

ークの rsFC を増加させ、読みの成績と rsFC の間には正の相関があった。 

 

Carlisi, C.O. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5804-5816. 

 ASD と OCD は症状が重なる。Gamble 課題と fMRI で検討。dlPFC, iPFC の過剰な活性

とOFC, vSTRの活性低下は両者に共通するが、ASDでは iPFC/InsでOCDより強い活性。 

 

Chien, Y.-L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6053-6067. 

 ASD の兄弟がいるが ASD と診断されていない 8-33 y の参加者の白質線維の integrity を

検討。平均般性 FA は frontal aslant tract, 右上縦束などで減少。それらは認知機能と関連。 

 

Nardone, S. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:5739-5754. 



 ASD の皮質ニューロンの DNA methylation の異常についての遺伝学的研究。 

 

 

注意欠陥多動障がい ADHD 

Puts, N.A.J. et al. (2017) J. Neurophysiol., 118:2568-2578. 

 ADHD と TD の児童で様々な触覚刺激課題による精神物理的研究を行った。ADHD は

すべてではなく、順応に関連する課題で成績が低下、RT 延長や刺激閾上昇は IQ と相関。 

 

 

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

Ulvin, L.B. et al. (2017) Brain Lang., 175:71-76. 

 テンカンの患者で左右の腹側の側頭皮質を直接電気刺激し、ものの命名への影響を検討。

エラーは左＞右で、影響は左紡錘状回と後頭側頭溝で最大。語彙の想起に関係するだろう。 

 

Zago, L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:5871-5889. 

 言語（生成）に関する半球優位を non-typical の laterality-index を持つもので検討。Typical 

の fMRI データで classifier の訓練をし、non-typical に適用。右利きは全員左半球優位。 

 

Sheppard, S.M. et al. (2017) Neuropsychol., 107:9-24. 

 Prosody, Pr と thematic fit, TF を操作した文を提示し、失名辞と Broca 失語の ERP を検

討。前者は TF がないと Pr と文法を統合できず、後者は Pr, TF, 文法の統合が難しい。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Jackson, M.C. et al. (2017) Neuropsychol., 106:60-70. 

 発達性の相貌失認 DP の顔 WM で load と update の影響を検討。DP では load 増大で極

端に成績が低下することはなく、一貫して control より低く、update では親近効果がない。 

 

Gurtubay-Antolin, A. & Rodriguez-Fornells, A. Neuroimage, 162:23-31. 

 初期視覚障がい者 EB の遅延触覚マッチングの脳波研究。Texture と shape の実験を行っ

たが、texture で 75 ms までの初期の処理段階で control と差がでたが、shape では差なし。 

 

Kim, J.S. et al. (2017) J. Neurosci., 37:11495-11504. 

 生得的な視覚障がい者と健常者に単語（点字と印字）と文法的な複雑さが異なる聴覚的な

文への VWFA の活性を検討。障がい者は聴覚文で VWFA が応答。高次の言語機能領域に。 

 



Emmorey, K. et al. (2017) Neuropsychol., 106:298-309. 

 読みの能力が等しい健常と聴覚障がい者で側頭後頭部の N170 ERP 波を比較。健常者は

単語に対して左側頭頭頂、後頭で大きな N170, 障がい者は後頭のみで。その他の結果。 

 

Mohammadi, H. et al. (2017) Brain Lang., 175:47-56. 

 男性に偏る発達性の吃音と性ステロイドホルモン及び関連物質の関係を検討。テストス

テロン、ジハイドロテストステロン、エストラジオールのレベルが高いなどの結果。 

 

Simner, J. et al. (2017) Neuropsychol., 106:407-416. 

 文字-色の共感覚の年齢による変化を検討した。共感覚は年齢を経ると色彩的でなくなり、

consistency の検査を通らなくなる。それは彩度の変化が関係。共感覚の診断への提言。 

 

Bi, Y. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:6239-6249. 

 煙草の cue への反応と中央実行系 CEN の関係を DTI で検討。喫煙者で左 CEN の線維の

FA は cue への dlPFC などの活性と、また Stroop 課題のエラーと正相関。両者は関係する。 


