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Rahmati, M. et al. Population dynamics of early visual cortex during working memory. J. Cognit. 

Neurosci., 30:219-233, 2018. 

 この論文は遅延 prosaccade, PS と antisaccade, AS 課題で inverted encoding model, IEM

を視覚領野の fMRI データに適用して、cue の位置（Encoding）、遅延中（Delay）の反応の

位置の表象を明らかにした。上図が方法で、A が課題（上：PS, 下：AS）、B が行動の結果、

C が IEM である。下図が一次視覚野 V1 の結果で、他に４視覚領域の ROI がある。 
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 この論文の眼目は従来の MVPA と異なる方法で表象を明らかにした点にあると思われ

る。結果に目新しさは感じない。ただ、わたしには IEM が理解できていないので、評価は

控えたい。詳しく知りたい方は論文を参照ください。 



Hanert, A. et al. Sleep in humans stabilizes Pattern separation performance. J. Neurosci., 37: 

12238-12246, 2017. 

 この論文は睡眠が pattern separation にどのような影響を与えるかを検討した脳波研究。

方法は下の図にある。睡眠と覚醒条件があり、それぞれ夜と朝に 256 のもの刺激の記銘と

直後の再認テスト（immediate）がある。記銘は incidental で、室内のものか、室外のもの

かの判断を行った。その後それぞれ睡眠と覚醒の状態があり、翌朝（睡眠）、夕方（覚醒）

に再び再認テスト（delayed）がある。両再認テストでは各 64 刺激の old (target), similar 

(lure), new (foil)の判断が求められた。睡眠脳波が記録され、スぺクトル分析、緩徐変動の

検出、紡錘波の検出を行った。また、緩徐変動にロックした脳波波形の分析も行った。 

 

 

 

 結果を下の図に示す。Pattern separation, PatSep と再認記憶の結果である。ここで 

    PatSep =（lure に similar 反応）－（foil に similar 反応） 

    再認記憶 = （target に old 反応）－ （foil に old 反応） 

  

この図からわかるように、PatSep は睡眠

条件の方が数値がよく、直後と delayed で

差がない。一方、覚醒条件では delayed で

直後より数値が低下した。また、再認記憶

についても、睡眠条件の方が覚醒条件より

成績がよい。次に、lure の類似性の程度と

pattern similarity の関係を検討した。次ペ

ージの上図に結果がある。この結果からわ

かるように、全体的には睡眠条件よりも覚 



 

は緩徐変動にロックして表示した脳波の平均波形である。変動時にθ帯域（4-8 Hz）を含

む帯域のパワーが強い。Relay は記憶の固定と pattern separation に有効に働いた。 

  

醒条件の方が delayed で pattern separation

が低下する。ただし、類似性が最も高いと直

後テストで睡眠条件の pattern separation が

覚醒条件よりも低下し、lure に old 反応。 

 睡眠脳波については海馬の replay に、した

がって記憶の固定に関係する上記脳活動を

non-REM 期に記録し、pattern separation と

の関係を分析した。その結果が下図 a-c にあ

る。紡錘波 a, 緩徐変動 b, 緩徐変動にロック

したθ波のパワーc で、いずれも PatSep の

値と有意な正の相関関係がみられた。下図 d 



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, 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, 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, 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, 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 

Barbey, A.K. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:8-20. 

 ヒトの知能の network neuroscience theory の opinion 論文。 

 

Bendetowics, D. et al. (2018) Brain, 141:217-233. 

 創造性（離れた連合の生成と結合）の損傷研究。右 mPFC と関連する DMN は生成に、

左 rlPFC と関連する FPN は結合に関係する。 

 

Perchtold, C.M. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:393-406. 

 情動的な創造性と通常の創造性の脳過程を fMRI で検討。両者は左 PFC を活性化、通常

の創造性は左縁上回、ITG, IFG を、情動的創造性は右 SFG, DMN を活性化した。 

 

Chen, Q. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:103-115. 

 創造性の縦断的な sMRI 研究。右 dlPFC が将来の創造性を予測。また、左 FPN、右前頭

側頭 network の灰白質密度の緩徐な減少が創造性に関係するなどの結果。 

 

Brauchli, C. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:522-531. 

 聴覚－視覚の共感覚の安静時脳波研究。頭頂部でθ、α、低β帯域増強、高β帯域で SPL

から V4 への top-down 情報伝達増加、全脳的な共感覚特有のα帯域の hyperconnectivity。 

 

Slater, J. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:14-24. 

 打楽器奏者で抑制制御、選択的注意、ドラムのスキルを AEP も含め検討。打楽器奏者で

は優れた抑制制御が安定したドラミングと beat の tracking への AEP に関係していた。 

 

Tanaka, S. & Kirino, E. (2018) Brain Cognit., 120:43-47. 

 頭頂弁蓋部 PO の聴覚（横回、側頭平面）、体性感覚（中心後回）、運動領野（中心前回）

との間の rsFC を音楽家で検討。rsFC の増加がみられたが、左右 PO で異なるパターンが。 

 

 

訓練と自己統制 

Hellrung, L. et al. (2018) Neuroimage, 166:198-208. 

 Neurofeedback で扁桃核の活性を快の記憶や感情で高めたが、活性のレベルを示すメータ

ーを与えない、毎回提示、間欠的提示の条件を設定。間欠 feedback が最も成績がよかった。 

 

Murphy, S.E. et al. (2017) Soc, Cognit. Affect. Neurosci., 12:1950-1958. 

 Neurofeedback の実験ではないが、快の imagery 訓練が rACC と両側の海馬の活性を高



めることを示した。 

 

Frith, J. et al. (2018) Neuroimage, 166:230-238. 

 Aerobic exercise と海馬の容量の関係についての総説、メタ分析。 

 

Samani, A. & Heath, M. (2018) Neuropsychol., 108:73-81. 

 10 分間の single bout の aerobic exercise は認知制御が関連する antisaccade の RT を 27 

ms 減少させる効果を持った。これは speed-accuracy trade-off の結果ではない。 

 

Hu, M. et al. (2017) Neuroimage, 163:390-397. 

 認知訓練が葛藤制御に与える効果を検討した fMRI 研究。訓練は効果があり、それには

cingulo-opercular network, CON と小脳、視覚系との機能結合が関係。ただし nonlinear. 

 

Smart, C.M. & Segalowitz, S.J. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1151-1163. 

 65-80 y の高齢者に mindfulness training を行い、不安と心的機能の自己判断に有効な結

果を得た。記録した ERP の加齢で低下する ERN が増加し monitoring 機能が上昇していた。 

 

Fissler, M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1164-1175. 

 慢性的な抑うつ患者に mindfulness training を行ったところ、ERN の低下が回復。 

 

 

意思決定、報酬 

Sanchez-Roige, S. et al. (2018) Nat. Neurosci., 21:16-18. 

 23217 名の参加者による delay-discounting のゲノム研究。 

 

van ‘t Wout, M. & Silverman, H. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1176-1185. 

 ギャンブル課題で、得られなかったもう一方の選択肢の結果を提示し、regret と relief の

状態を作った。左前頭部 fp1 に cathode tDCS を与えたところ、これらの情動が低下した。 

 

Hétu, S. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1927-1982. 

 SN/VTA と社会的 PE との関係を ultimatum game で検討した fMRI 研究。新しい社会的

情報に基づいて意思決定をする時、SN/VTA は社会 norm とその不確実性の PE 信号を code. 

 

Yankouskaya, A. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1859-1868. 

 vmPFC における self と reward の機能について、後部は self 関連の処理、中央部は reward

関連の処理に関係。機能結合はそれを反映。前部は価値の common currency に関係。 



 

社会認知神経科学 

Ahn, S. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:171-188. 

 100 miles 以上離れた二人の参加者に音声言語による turn-taking 課題を与え、EEG/MEG

で両者の脳活動を記録。EEGα、MEG α/γ帯域の振動とそれらの同期が両者間であった。 

 

Hu, Y. et al. (2017) Soc, Cognit. Affect. Neurosci., 12:1835-1844. 

 二人の参加者に協調的な課題を行わせ fNIRSで脳活性を計測。独立的な課題とは異なり、

協調的な課題では両者の脳活性の同期がみられ、それは両者の向社会的な行動を予測。 

 

Luo, Y. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:440-458. 

 社会的な比較（上と比較/下と比較）の脳画像研究のメタ分析。 

 

Koski, J.E. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2795-2806. 

 社会的地位の表象が lOFC の顔領域にあることを fMRI に MVPA (decoding)を適用して

明らかにした。 

 

Mattan, B.D. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:22-31. 

 白人で偏見を避ける外的な動機づけと他者の地位に対する評価の脳（NAcc, vmPFC, 扁

桃核）の反応を検討。動機づけの高い者はこれらの領域の活性が人種とは無関係に低下。 

 

Andrejevic, M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1255-1264. 

 Social desirability が PFC から STR に線維を送る外包の白質の microstructure (FA) と正

の相関を示すことを DTI と個人差から明らかにした。 

 

White, S.F. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1114-1128. 

 慣習的なモラルと harm/welfare-based モラルに関係する脳領域を fMRI で検討。両者は

r/vmPFC, aINs 等を活性、前者は STG, MTG 等を、後者は ACC, IFG をより活性化した。 

 

Cui, F. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:63-71. 

 自分のため、他者のため、その両者のためにつく嘘の ERP 研究。他者のためにつく嘘で

は N2-P3 成分が減少。また、両者のためにつく嘘では自己のための嘘と同じ反応。 

 

Liu, Y. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:332-343. 

 Online shopping に絡み、他者が商品を手に取るのをみる（vicarious touching）と購買意

欲が増加した。fMRI 計測では MNS, LOC, 左 SPL, 楔前部がそれに関係。 



 

Krendl, A.C. & Cassidy, B.S. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1084-1097. 

 他者のうつ状態を深刻なもの、苦痛なものととらえることが、治療への勧めにつながるが、

それには dmPFC の高い活性が関係することを fMRI で示した。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Karolis, V.R. et al. (2017) Neuroimage, 163:379-389. 

 15-31 y の極度の早産だった参加者の灰白質容量の変化を検討。全脳的な灰白質量は低下

するが、前頭、外側頭頂側頭領域は早産の影響が少ない。また、脳の成熟の加速がみられた。 

 

Zhou, D. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:72-88. 

 胎内でアルコールの影響を受けた児童と若者の大脳、小脳では灰白質、白質の量が減少し

ており、海馬、扁桃核、大脳基底核の灰白質も減少したが、左右差のパターンは健常と同じ。 

 

Lee, T.-H. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1916-1927. 

 母親/14 y の子供で、自身、子/母の悲嘆への脳（FFA）の反応の類似性を fMRI の MVPA

で検討。母親は自身と子で類似の反応、子供は家族関係で自身と母の類似性が異なる。 

 

Birn, R.M. et al. (2017) PNAS, 114:13549-13554. 

 約 10 歳でストレスの調査を行い、10 年後に fMRI で報酬と損失の処理の脳活性を検討。

高ストレス経験では報酬や損失の予期でそれぞれ被殻、PCC/楔前部などの活性が低下。 

 

Mogadam, A. et al. (2018) Brain Cognit., 120:58-66. 

 8-15 y の子供の認知的柔軟性（set shifting）を MEG で検討。子供は大人と同様 FPN を

利用するが、PPC, 側頭極、PMC で反応が顕著で、また年齢に従い活性の潜時が短縮した。 

 

zu Eulenburg, P. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2817-2825. 

 耳石刺激の前庭知覚は年齢で変わらない。Tone burst への頸部前庭誘発筋源電位は年齢

で低下、頭頂弁蓋部（OP2）の反応は高齢で増加（fMRI）。Compensate が起こっている。 

 

Kurth, F. et al. (2017) Neuroimage, 163:296-300. 

 18-69 y の参加者で海馬の下位領域の容量の加齢変化を検討した。アンモン角、歯状回、

海馬台、海馬－扁桃核移行領域で年齢と容量の間に負の相関がみられた。 

 

Fujiyama, H. et al. (2017) Neurobiol. Aging, 51:31-42. 



 見かけた論文。M1 に priming (preconditioning)として cathode tDCS を与え、force control

の skill 課題中に M1 に anode tDCS を与えると、高齢者の成績が向上した。 

 

Chung, H.-K. et al. (2017) J. Neurosci., 37:12068-12077. 

 平均 72 歳の高齢者で経済的な合理性と脳の構造の関係を VBM で検討した。vlPFC の灰

白質の容量の低下が合理性の低下と関係していた。 

 

Mander, B.A. et al. (2017) J. Neurosci., 37:11675-11687. 

 高齢者では睡眠による運動スキルの固定が十分ではないが、それには frontal fast sleep 

spindle の低下が関係し、その背景には右後部放線冠などの線維の integrity (diffusivity)が。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Brinkman, L. et al. (2018) Neuroimage, 166:110-116. 

 短い脅威の刺激が扁桃核と分界条の床核に与える影響を fMRI で検討。刺激は両組織を活

性化し、両組織間の機能結合は参加者の不安傾向と正の相関を示した。 

 

Jenkins, L.M. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1242-1254. 

 表情の知覚と扁桃核、膝下 ACC、Ins（salience, emotion network, SEN）を seed とした

rsFC の関係を検討。扁桃核と FPC, DMN の結合、膝下 ACC と他の SEN, DMN が正相関。 

 

Xu, M. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:92-101. 

 社会的な排除が WM に与える障がいは WM の貯蔵能力、注意のフィルターに関係するの

かを ERP（対側遅延活動）で検討した。WM の両機能が低下していた。 

 

Chang, H. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1940-1949. 

 平均 20 歳代半ばの数学への不安が高い者、低い者に簡単な算数の問題を与え fMRI で脳

活性を記録。両者とも成績は良いが、不安の低い者は FPN の活性が低く、自動的に解答。 

 

Carlici, C.O. et al. (2017) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 17:1098-1113. 

 14 y の参加者で不安障がいと睡眠の関係を不快な顔写真への脳活性で検討。不安が高い

と dACC, 海馬の活性は睡眠量と正相関、dACC-dmPFC, 海馬-Ins 結合は逆相関。 

 

Wang, Y. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:288-299. 

 分裂性性格の正の次元は vSTR と前頭皮質の rsFC と正の相関、dSTR と PCC の rsFC と

負の相関、また、分裂性性格は右背側尾状核、右吻側被殻の laterality index と正の相関。 



 

Varkevisser, T. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 12:1881-1889. 

 衝動的な怒りに苦しむ退役軍人では、扁桃核の基底外側核と dlPFC の rsFC が減少。ACC

と左楔部（vigilance）、aIns と右側頭極（negative 記憶）の結合が control と異なっていた。 

 

Olivé, I. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:563-574. 

 PTSD とその subtype は上丘 SC と他領域の間の rsFC が特徴的で、PTSD では左 SC と

右 dlPFC, subtype では右 SC と右 TPJ の結合が増加。それらは防御的反応の違いに関係。 

 

Hoffmann, F. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci.,13:124-134. 

 10-14 y の虐待を受けた子供 MT の risk-taking とそれへの仲間の影響を fMRI で検討。

MT は仲間の存在に関係なく risk-taking が低下。それには右 aIns の risk 感度上昇が関係。 

 

 

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 

Andres, M. et al. (2017) Europ. J, Neurosci., 46:2835-2843. 

 道具の図で、通常の使用で親指、人差し指が触れる（つかむ）位置はどこかを答える課題

で、TMS を左縁上回に与えると、成績が低下した。使用に関係ない課題では影響なし。 

 

Leitão, J. et al. (2017) Europ. J. Neurosci., 46:2807-2816. 

 IPS への TMS で閾値付近の視覚刺激の検出と関連する PFC の活性への影響を検討。TMS

は miss での SFG の活性を低下させたが、これは知覚決定よりも決定後の過程に関連。 

 

Frings, C. et al. (2018) Brain Cognit., 120:1-7. 

Single session の tDCS の Stroop 効果への影響を検討。左 dlPFC への anode/cathode tDCS

の効果を対比させた。その結果、cathode tDCS 後にエラーが増加、妨害の処理に影響した。 

 

Poepll, T.B. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:554-562. 

 耳鳴りに対する左 dlPFC, 側頭皮質への反復 TMS の治療効果の sMRI 研究。効果あり者

では dlPFC, ITC 等で灰白質に変化、dlPFC-Ins, Ins-ITC の強い結合がみられた。 

 

Marangolo, P. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:188-189. 

 脳卒中後の失語患者の小脳へ tDCS を与え、言語機能（動詞）への効果を検討。右小脳へ

の cathodal tDCS は動詞生成に効果があったが、動詞 naming には効果がなかった。 

 

 



自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Abbott, A.E. et al. (2018) Soc, Cognit. Affect. Neurosci., 13:32-42. 

 ASD の反復行動 RB と線条体（辺縁系、FPC、運動）－皮質（対応皮質）の安静時機能結

合を検討。RB は運動 seed の結合低下、FPC/辺縁系、運動/辺縁系の比の低下が関係した。 

 

Endevelt-Shapira, Y. et al. (2018) Nat. Neurosci., 21:111-119. 

 ASD の社会的化学信号への反応を TD と比較した。信号検出と知覚は両者に差はないが、

閾下の恐れの匂いに対し TD は生理的覚醒が上昇、trust が低下。ASD は逆のパターン。 

 

 

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

Schremm, A. et al. (2018) Brain Lang., 176:42-47. 

 側頭平面と IFG 弁蓋部の厚さと語音処理の sMRI 研究。Stem tone-suffix の valid, invalid、

単語、非語で検討。側頭平面は単語、IFG 弁蓋部は非語での処理に関係。 

 

Walton, M. et al. (2018) Brain Lang., 176:19-25. 

 就学前児童の言語能力と白質線維の関係を DTI で検討。前頭－側頭－後頭を結ぶ両側の

腹側系で、言語能力は FA と正の相関、平均拡散性と負の相関を示した。 

 

Lohvansuu, K. et al. (2018) Neuropsychol., 108:6-12. 

 6 mo での疑似語への左半球 ERP が 14 y での読みの測度を予測することを dyslexia のリ

スクの子供を含め検討。就学前の letter naming などを加味すると予測が上がるなどの結果。 

 

Vanderauwera, J. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:63-72. 

 側頭平面の表面積の左右差を家系的に dyslexia のリスクのある 6 y と 15 y の参加者で検

討。リスク無では両年齢で左>右だが、リスク有では左＝右（6 y）、左＜右（15 y）。 

 

Giustolisi, B. et al. (2018) Brain Lang., 176:36-41. 

 左 IFG に anode tDCS を与えると、文（sentence to picture matching task）の理解を高め

た。リハビリ、臨床への適用が考えられる。 

 

Khachatryan, E. et al. (2018) Neuropsychol., 108:103-116. 

 文の意味の逸脱とその文に含まれる語の連合（prime-target）を操作してテンカン患者の

脳内から脳波（N400, P600）を記録。側頭、頭頂、海馬で逸脱や語連合に関係する電極が。 

 

Rogalsky, C. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:234-255. 



 Agrammatic な文の理解（文－絵の matching と plausibility 判断）の損傷研究。文理解一

般が大きな左上側頭（前部を含む）―下頭頂 network で。plausibility は IFG で、認知関連。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Neef, N.E. et al. (2018) Brain, 141:191-204. 

 吃音の DTI-fMRI 研究。右 frontal aslant tract、右前視床放線などの結合強度が吃音の程

度と正相関、右鉤状束の結合強度が負相関。また、両側の上縦束の FA 減少と吃音の関係も。 

 

Dormal, G. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:86-106. 

 Blind と sighted で物の音と声を提示し fMRI で検討。両者の違いは blind では物音への

反応は後頭皮質へ、この領域と外側溝、STS の声領域と紡錘状回の間の機能結合が増加。 

 

Carbine, K.A. et al. (2018) Neuroimage, 166-335-348. 

 食物の go/no-go 課題で摂食と抑制制御の関係を ERP (N2, P3)と fMRI で検討。高カロリ

ー食を我慢するのに強い抑制制御が必要。それは N2 に反映され、アドリブの摂食量を予測。 

 


