今月の認知神経科学：論文紹介
2 017 年 6 月
Vo ytek, B. et al. Preparatory encoding of the fine scale of human spatial attention. J. Cognit.
Neurosci., 29:1302-1310, 2017.
この論文は予期的な空間的な注意の encoding に視覚皮質の脳波のα活動（8-12 Hz）の
パターンが関係することを示した。課題は target の検出で上図に示す。Cue 期には 1.5 s-2
s の delay 後に target が提示される空間位置とその範囲が示される。円に＋サインで target
は緑色の視野および範囲に提示される。緑色の視野はランダムに変えられる。図で下の条
件ほど target の位置が予測しにくい。脳波
を記録したが、注意のバイアスを表 象する
delay 中の α 帯域の活動の topographic な
パターンを定量化するために多変量 inverted encoding modeling, IEM を適用した
（IEM については本文参照ください）。
結果を中図と下図に示す。
中図
A は cue による情報が減るほど
IEM が減少した。B はα波
の振幅の半球間の相関が増
えることを示した。Target
の位置が不明なほど左右の
活動の差が小さくな
る。下図は 100 %と
0 %条件での target
の検出の正確さ
（左）
と反応時間（右）の
差と注意のバイアス
の差（IEM）の関係
を示すが、有意な相
関がみられ、両方の
行動指標を予測でき
た。

Cashdoller, N. et al. The role of working memory in the probabilistic inference of future
sensory events. Cereb. Cortex, 27:2955-2969, 2017.
この論文は将来に生じる感覚事象の確率的な推定にワーキング・メモリ WM が関係する
ことを示した。刺激が下図にあるが、動物 A, 顔 F, 家 H, 道具 T に属する写真が 1 s の間
隔を置いて 0.5 s 間次々に提示される。上図 A のマス目の数字は刺激間の生起確率%で、1
の次に 2 がくる確率が 75％と、ある程度次の刺激を予測可能な条件（ordered, Ord）。B
は刺激間の生起が同じ確率でランダムな条件（random, Rand）で、次の刺激を予測できな
い。脳磁図 MEG を記録した。また、各参加者の WM のキャパシティ WMC（K-score）
も計測した。
結果を中図、下図に示す。中図 C は θ 帯域の
Ord_75（予期可能）と Rand の差が WMC と相関
することを示しており、それは中央部分のセンサ
ーでみられた（A）。θ 帯域の成分は刺激を予期す
る-1.0 s-0 s の期間にみられた（B）。すなわち、
WM の能力は刺激の予期に関係する。
下図は予期とその後の刺激処理の関係を示した
もので、θ帯域の予期期の活動(ｙ軸)と刺激提示
後の event-related field 活動（x 軸）（Ord_75－
Rand）が有意な正の相関を示した。この関係は刺
激提示後の 0 s-0.2 s の間に視覚領野で見られ、予
期が初期の刺激処理にプラスに働いていた。

なお、
ここでは θ 帯
域の活動に焦点 を 当
てた。α 帯域の結果も
あるが、それらは本文
を参照ください。

Grisoni, L. et al. Neural correlates of semantic prediction and resolution in sentence
processing. J. Neurosci., 37:4848-4858, 2017.
この論文は文の処理における意味的な予測を検討した意味準備電位 SRP の研究。下表の
2 行目に文例がある。4 行目に予測する動詞があるが、手か顔が関係する。1 行目の AHC,
NHC, NLC は肯定文で予測可能、否定文で予測可能、否定文で予測困難な文例。3 行目は
SRP の有無の予測、5 行目は予期した動詞 congruent/予期しない動詞 incongruent が提示
されたときの N400 の有＋無－の予測である。

上図 a は両 HC 条件
での SRP で、NLC で
は見られない。顔関連
（青）と手関連（赤）の
動詞で、体部位再現が
みられる。下図の左は
肯定文と否定文の比較
で、黄色が AHC>NHC, 緑が NHC>AHC で、否定文の方がはるかに多くの領域で活性が
高まり、心の理論の領域も含まれる。感覚運動領野でも同じように NHC の活性が強い。
下図右 d の図は AHC（黄）、NHC（緑）、HLC（黒）の N400 の結果で、左が congruent
で右が incongruent の結果で、上の表の 5 行目の予測を支持している。

Kuhns, A.B. et al. Spatial attention, motor intention, and Bayesian cue predictability in the
human brain. J. Neurosci., 37:5334-5344, 2017.
この論文は Posner 課題の変形で、valid/invalid の比率を変化させ、Bayesian observer
model による cue predictability が脳活性
に与える変化を検討した。cue には空間
（左図上）
、運動（下）の 2 種類があり、
欠けた菱形を検出する。予測が高くなる
に従い、valid 試行では脳活性への影響が
が弱まり、invalid
試行では逆に高
まることが予想
される（本文を）
。

結果を左に示す。Cue predictability が脳
活性に影響を持つ（invalid>valid）領域は
cue の種類によって異なっていた。左図で黄
緑は運動、水色は空間 cue の結果である。
上の図は右側頭頭頂接合部 TPJ の結果で、
空間 cue の方が BOLD 反応への影響が大
きい。下は左角回 ANG の結果で、逆に運動
cue の方が空間 cue よりも脳活性への影響
が大きい。なお、左 ACC も ANG と同じ結
果だった。下の図はこれらの領域と海馬の
結びつきだが、cue の予測に関連して、
invalid 条件で高まることが分かる。なお、
大いに端折ったので、本文参照を。

今月の認知神経科学の応用
現在、応用的な脳画像研究が盛んで、研究のすそ野が広がっている。また、数百人単位の
参加者の実験が多いことに驚かされる。脳画像データが組織的に蓄積されているのだろう。
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, 下前頭回 IFG, 島皮質 Ins,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, 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, ドーパミン DA, false alarm FA, 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, 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, 心の理論 ToM,
ワーキング・メモリ WM



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, 脳磁図 MEG, 運動誘発電位 MEP, 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, 視覚誘発電位 VEP

認知機能一般
Tschentsher, N. et al. (2017) J. Neurosci., 37:4841-4847.
課題解決に複数の規則を順次導入して複雑さを増すと、流動性知能の低い者は成績が低
下した。fMRI による計測では、認知的制御系で規則関連事象への反応が低下していた。
Takeuchi, H. et al. (2017) Neuroimage, 152:258-269.
創造性と安静時 fMRI の測定値の関係を性差も交えて検討。左前部側頭葉の homogeneity、
mPFC と左 IFG の機能結合、楔前部などでの低周波変動の振幅比と創造性の関係に性差が。

Vogel, S.E. et al. (2017) Neuroimage, 153:16-27.
視覚と聴覚による数の処理と左 IPS の関係を fMRI adaptation で検討した。数 6 を adapt
させ、その前後の数を提示、numerical ratio dependent recovery は両 modality でみられた。
Klichowski, M. & Króliczak, G. (2017) Neuropsychol., 100:93-109.
ポーランド語と英語のバイリンガルで、動詞、数、アラビア数字の処理のラテラリティを
半視野提示と両耳分離聴で検討。視覚と聴覚で異なるなど複雑な結果。
Pyke, A.A. et al. (2017) Neuroimage, 153:319-335.
数学操作には純粋に symbolic なものと視空間的な意味を含むものがある。課題解決を 1.
Encode, 2. Plan, 3. Compute に分けると、視空間では 1，3 期、symbolic では 2 期が優勢。
Yang, Y. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3210-3225.
簡単な足し算と引き算の脳内過程の違いを fMRI と DCM で検討。引き算は左 IFG, middlPFC 等で活性強。足し算は左の数処理、引き算は両側 PCx の量処理が関係等の結果。
Colizoli, O. et al. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1239-1252.
文字－色の共感覚者の親類と control で色のついた文字の本を読む訓練を行い、fMRI,
DTI 等で脳の変化を検討。訓練は右角回の活性と関係、左 SPL で白質に両群の差があった。

訓練と自己統制
Gleich, T. et al. (2017) Neuroimage, 152:467-475.
1 日 30 分、2 か月のビデオ・ゲームの訓練は報酬関連の dlPFC の活性を低下させた。訓
練による脳の変化はゲームの appetitive な性質と強化スケジュールに関係していた。
Schwab, H. et al. (2017) Neuroimage, 153:179-188.
若い成人で aerobic fitness が magnetic resonance elastography により計測された海馬の
viscoelasticity と relational memory にプラスに働くことを示した。
Wenger, E. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:2911-2925.
左手で字と絵をかく訓練を 7 週間行い、18 回の sMRI 計測で訓練の脳への影響を検討。
4 週間は control 群に比べ左右の M1 の灰白質が増加したが、その後は群の差はなくなった。
Alluri, V. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2955-2970.

音楽家と非音楽家が音楽を聴くときの脳の活性を大規模ネットワークとグラフ理論など
で比較した。音楽家の primary hub は大脳皮質と小脳の感覚運動領域、その他の結果。
Hou, J. et al. (2017) Brain Cognit., 115:47-55.
音楽家と非音楽家に通常の Correct mode と Enjoyment mode のピアノ演奏の motion
capture を見せると、音楽家の MNS の活性が大で、それは Enjoyment mode で顕著だった。
Palomar-García, M.-Á. et al. Cereb. Cortex, 27:2768-2778, 2017.
音楽家で聴覚、運動、聴覚運動の安静時機能結合を検討。右聴覚皮質と右 vPMC の間の
結合は増加、両手を制御する領域間の結合は減少した。また、右聴覚皮質容量が増大。
Alegria, A.A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3190-3209.
ADHD の介入に fMRI による右 IFG の neurofeedback を用いた。2 週間 11 回の訓練の前
後に stop 課題を行わせ転移を検討。右 IFG では転移がみられ、
PTSD の症状も長期に低下。
Marchesotti, S. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2971-2989.
EEG による脳－機械 interface を実行中の脳活性を fMRI で計測。運動のイメージ生成と
行為主体との関係を検討。前者には PPC, Ins などが、後者には ACC などが関係していた。
Van del Meulen, M. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., April 24, 1 -10.
プラセボ鎮痛と認知的 reappraisal, PFC の関係を fMRI で検討。左 dlPFC ではプラセボ
による活性と痛みの評定の低下、および認知的 reappraisal 能力の間に相関がみられた。

意思決定
Reber, J. et al. (2017) Brain, 140:1743-1756.
vmPFC の損傷と goal-directed と habitual な行動との関係を outcome devaluation で検討
した。その結果、devaluation は影響せず、goal-directed な行動に障害がみられた。
De Water, E. et al. (2017) Neuroimage, 153:198-210.
若者の implusivity を temporal discounting, TD で検討。TD の個人差を報酬量と遅延へ
の感度に分け、前者は報酬系、後者は認知制御系が関係することを fMRI で明らかにした。
Crockett, M.J. et al. (2017) Nat. Neurosci., 20:879-885.
モラルが行動を導く脳内機構を自己/他者の犠牲の上に利益を得る課題で検討。他者の犠
牲は dSTR の value が低下、それは他者の犠牲に負に関係する lPFC と dSTR の結合で。

社会認知神経科学
Halko, M.-L. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2923-2938.
経営者の自分の会社に対する情動や脳の反応は父のわが子に対するそれらと類似するか
を検討。会社への愛着が強いと、子への反応と類似し、PCC, TPJ, dmPFC の活性が低下。
Vijayakumar, N. et al. (2017) Neuroimage, 153:359-368.
社会的排除の脳機能画像のメタ分析。発達の観点も。lPFC は regulation に、正中線領域
は社会的認知や自己評価のプロセスに関係。
Schmalzle, R. et al. (2017) PNAS, 114:5153-5158.
青年において、社会的な排除が脳内の社会的なネットワークに与える影響を fMRI で検
討。Mentalizing の系の機能結合が増加したが、それは友人関係が希薄な者で顕著だった。
Zhong, W. et al. (2017) Neuropsychol., 100:18-25.
宗教的な信念に vmPFC が関係する。宗教的な原理主義には認知的な柔軟性と 開放性
openness が関係するが、dlPFC の損傷が柔軟性、開放性を弱め原理主義的になった。
Sz ymanski, C. et al. (2017) Neuroimage, 152:425-436.
Visual search を単独で行うか他者と共同で行うかで成績に違いがある。共同がプラスに
働く場合、自己と他者の EEG の local, 両者間の phase synchronization が関係していた。

発達・加齢
Levy, J. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., April 11, 1-11.
録画した母親と約 12 歳の子供の positive interaction を見せながら MEG を記録した。行
動の同期が起こるとき、母子双方の STS のγ帯域のパワーが増加した。
Lee, T.-H. et al. (2017) Neuroimage, 152:31-37.
青年と親の fMRI の安静時の機能結合パターンの類似性が、親子の情動の同期に関係し、
さらに子供の情動的な能力にも関係した。
Qiu, A. et al. (2017) Cereb. Cortex, 27:3080-3092.
誕生前の母親の抑うつや社会経済状態 SES は胎児の脳の発達に影響を持つが、それと大
うつ病の遺伝的リスクとの関係を検討。抑うつでは右扁桃核、SES では右海馬が関係。

Saghafi, B. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3175-3189.
新生児の拡散 MRI アトラス作成の新しい方法の提案と実践。
Rekik, I. et al. (2017) Neuroimage, 152:411-424.
脳は multiple interrelated shapes (multishape) としてモデル化されるが、誕生時の MRI
データから multishape の発達過程を予測する新しい方法の提案と実践。
Meng, Y. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2865-2874.
誕生時に計測された皮質の厚さのデータでその後の皮質の厚さの発達が予測できるか検
討。3, 6, 9, 12 mo で 0.21, 0.33. 0.34, 0.32 の誤差で予測。脳領域による違いがあった。
Remer, J. et al. (2017) Neuroimage, 153:246-261.
140 名の 1-6 歳の健常な子供の脳の発達を sMRI で計測した。皮質の厚さ、容量、表面積、
gyrification の発達的変化を記述した。脳発達障がいの対照データとなりうる。
Daugherty, A.M. et al. (2017) Neuroimage, 153:75-85.
8-25 歳の参加者で連合記憶の発達と海馬の下位領域の関係を sMRI で検討した。その結
果、海馬の CA3-歯状回の容量の減少が記憶の発達と関係していた。
Spielberg, J.M. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3249-3261.
血清コレステロールが安静時の fMRI 計測の network に与える影響を平均 32 歳の成人で
検討。コレステロール値が高い者は STS を中心にした領域で結合の減少、などの結果。
Nomi, J.S. et al. (2017) J. Neurosci., 37:5539-5548.
6-85 歳で脳機能の柔軟性に関係する安静時の BOLD 信号の変動性を計測した。その結
果、salience network の aIns では年齢に従い変動性が増加したが、他の領域では減少した。
Ford, J.H. & Kensinger, E.A. (2017) J. Neurosci., 37:5172-5182.
加齢で後方の感覚野の活性が落ち、前頭葉の活性が上がる。想起を長引かせ、初期の探索
と後期の elaboration に分けると、後者では後方の活性が年齢で増加し、従来と異なる結果。
Abdulrahman, H. et al. (2017) Neuroimage, 153:211-220.
平均 25 歳と 67 歳の参加者で、認知の加齢の問題は表象の個別性が減少するという dedifferentiation 仮説を MVPA で確認し、DA との関連を agonist, antagonist で検討した。

Mirelman, A. et al. (2017) Brain Cognit., 115:41-46.
平均 31 歳と 70 歳の参加者で、困難さの異なる歩行と PFC の関係を fNIRS で検討。高齢
者は最も容易な歩行条件でも PFC の活性を上げ、認知的要素を利用していた。
Learmonth, G. et al. (2017) Neuroimage, 153:139-151.
左方への注意のバイアスは加齢で減少する。平均 21 歳と 69 歳のグループで bisection
(landmark)課題と ERP で検討。若者の ERP にみられる右半球の優位が高齢者にはない。
Memel, M. & Ryan, L. (2017) Neuropsychol., 100:195-206.
連合ペア内の要素を統合する unitization は高齢で低下し、加齢で海馬より PRC, PHC が
重要になると考えられたが、平均 24、71 歳の行動、fMRI 研究は否定的な結果だった。
Dekhtyar, M. et al. (2017) Neuropsychol., 100:164-170.
平均 80 歳の高齢者を記憶課題の成績で Optimal, Op と Typical に分け、amyloid PET と
MRI で計測。Op は海馬の容量が大、その後 Op でも能力低下する人がおり、amyloid に差。

情動、不安、性格、個人差
Oetken, S. et al. (2017) Neuropsychol., 100:26-34.
Happy, sad, neutral な音楽で惹起された mood と自己評価の関係を fMRI で検討。正の評
価は音楽によって変わらず、負の評価は sad mood で減少した。
Putkinen, V. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., Apr 27, 1 -10.
音楽による positive mood は聴覚的注意の範囲を広げ散漫になることを、ERP の妨害的な
刺激処理に関する N1/MMN の増大、top-down 関連の P3b の減少で示した。
Wang, Y. et al. (2017) Neuropsychol., 100:1-9.
恐れ顔の visual search の個人差に左の紡錘状回の灰白質容量が関係し、そこと下頭頂皮
質、vmPFC との安静時機能結合も個人差と正の相関を示した。STG などとの関係に言及。
Ellard, K.K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., April 11, 1-13.
般性不安障がい GAD に対する情動 acceptance の効果を行動と脳のレベルで検討。その
結果、distress の評定が低下し、dACC の活性, vlPFC-扁桃核の増加がみられた。
Stephanou, K. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., April 24, 1 -11.
抑うつ者の認知的 reappraisal 時の脳活性を fMRI で計測。彼らは不快な情動を減少させ

られず、扁桃核の活動を調節できず、vmPFC 活性が亢進、背側正中線領域活性が低下。
Angelides, N.H. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., April 11, 1-8.
BIS/BAS scale と fMRI による安静時の vSTR と OFC の機能結合の関係を検討した。
BAS-fun seeking と middle OFC と被殻の間の結合が相関し、impulsivity に関係。
Zilverstand, A. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3025-3038.
クモ恐怖の亢進した不安の量的な表象をクモの状況、大きさ、姿勢を体系的に変えた図と
fMRI で検討。Mid Ins, dACC, vlPFC が図に対応した不安の量的な表象関連の領域だった。
Korponay, C. et al. (2017) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., April 11, 1-10.
収監された psychopathy の PFC の容量と機能結合を検討。衝動的/反社会的特性と mOFC,
dlPFC の容量、それらの領域の機能結合の増加が関係していた。
Rangaprakash, D. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2843-2864.
軽度の traumatic brain injury, mTBI は PTSD を併発しがちだが、mTBI+PTSD と PTSD
を区別するには海馬－STR の機能的、構造的結合の違いが有効だった。

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
Harquel, S. et al. (2017) Neuroimage, 153:307-318.
TMS の protocol を決める set-up 手続きの自動化の提案。
Lorca-Puls, D.L. et al. (2017) Brain, 140:1729-1742.
健常者の脳への TMS で決められた音韻障がいの領域は fMRI, lesion overlap map, voxelbased lesion-symptom mapping に基づいて決められた領域より正確だった。
Edwards, G. et al. (2017) Neuroimage, 153:49-57.
右 IPS への反復 TMS は 2 つの predictive position perception, PPP (trans-saccade fusion,
flash grab illusion) を低下させ、この領域が PPP に関係することを示した。
Mengotti, P. et al. (2017) J. Neurosci., 37:5419-5428.
右 TPJ に TMS を与え、Posner 課題で与えられたニセの cue validity を update する行動
への影響を検討。TMS はニセの情報の update を減少させた。
Coll, M.-P. et al. (2017) Neuropsychol., 100:110-119.

右 TPJ への抑制的な cathodal tDCS は他者の痛みを強く知覚せず、また、痛みの表情へ
の ERP の遅い成分が減少し、この領域が empathy に関係することを示した。
Valchev, N. et al. (2017) Neuroimage, 152:195-206.
ものを持ち上げる他者の行動を観察して、そのものの重さを推測する課題で、S1 への連
続的な theta-burst TMS は成績を低下させたが、弾むボールの重さの推測は影響なかった。
Van Lamsweerde, A.E. & Johnson, J.S. (2017) J. Cognit. Neurosci., 29:1226 -1238.
Single-pulse TMS を WM の固定期に初期視覚野に与え、WM 表象の量と質への影響を検
討。刺激直後の TMS は量を減少させ、質には小さな効果を持った。WM の維持に関係。
Keller, C.J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:2830-2842.
顔処理関連の紡錘状回への電気刺激を顔提示後 100 ms に与えると、ゆがんだ顔の判断の
RT を増加させた。また、電気刺激は VEP の振幅減少とγ power の増大をもたらした。
Ciechanski, P. & Kirton, A. (2017) Cereb. Cortex, 27:2758-2767.
学童の右 M1 に 1A の anodal tDCS, 左 M1 に 1A, 2A の cathodal tDCS を与え、運動学習
への効果と効果と持続を検討。tDCS の有効な効果が見られ、それは 6 週間持続した。
Hill, A.T. et al. (2017) Neuroimage, 152:142-157.
左 dlPFC への bipolar tDCS, high-definition tDCS, HD-tDCS の効果を刺激による脳波の
変化 TEP と WM で検討。HD の方が持続が長く、広範囲で、β、γ振動の減少あり。

自閉症スぺクトラム障がい ASD
Wang, J. et al. (2017) Hum. Brain Mapp., 38:3081-3097.
脳画像による ASD 診断の精度を上げるために、multi-modality, multi-center による方法
を提案している。

注意欠陥多動障がい ADHD
Mueller, A. et al. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:474-488.
ADHD と脳内の注意の系の関係の総説。

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

Hancock, R. et al. (2017) Trend. Cognit. Sci., 21:434-448.
発達性 dyslexia の neural noise 仮説に関する opinion 論文。
Robson, H. et al. (2017) Neuropsychol., 100:144-154.
ウェルニッケ失語で ERP の N400（意味）と音韻的 MMN を記録した。Word-picture
verification 課題の成績と関係したのは MMN で、意味障がいの元に音韻障がいがあった。
Huck, A. et al. (2017) Neuropsychol., 100:171-194.
He acknowledged (that) his friends would probably help him a lot. で that を省くと his
friend が曖昧になるが、失語症者は健常者と同様の文処理をしたが、処理が遅くなった。
Joubert, S. et al. (2017) Brain Lang., 170:93-102.
意味性の原発性進行性失語 svPPA で具象語、抽象語、抽象的な情動語の理解 を検討。
svPPA は具象語が最も悪く、情動語、抽象語の順だった。VBM は左前側頭葉で委縮を。
Nilakantan, A.S. et al. (2017) Neuropsychol., 100:10-17.
非意味性の原発性進行性失語 nsvPPA でものと語の再認記憶を聴覚、視覚で検討。失語で
は聴覚的語刺激で RT, FA が増加、この FA 増加は左 IFG, 左側頭極の皮質の厚さが関係。
Gow, jr. D.W. & Ahlfors, S.P. (2017) Brain Lang., 170:12-17.
一人の左利きの婦人が右半球の卒中で失語になったが、その後の effective connectivity の
変化を追跡。半球間（特に左→右）の結合が減少、左半球内の結合が増加していた。

感覚運動障がい
Saltuklarougle, T. et al. (2017) Neuroimage, 153:232-245.
吃音者に特有の脳波パターンを noise と quiet 下での受動的な聴取、音や音節の同異判断
課題におけるμ spectral power やリズムとα、β波の関係から明らかにした。
Atilgan, H. et al. (2017) Brain Lang., 170:71-81.
生得的および獲得性の視覚障がいの側頭平面の構造的変化を sMRI で計測した。皮質の厚
さと表面積の多変量分析は障がい者で半球間の相関が高いことを示し、影響を与えていた。
Wang, X. et al. (2017) J. Neurosci., 37:4705-4716.
PHG は家など大きな人工物に選択性があるが、先天的な視覚障がいでも同じ結果である。
それは生得的な PHG と側頭、前頭との構造的な結合パターンに依存し視覚経験とは独立。

Gilaie-Dotan, S. & Doron, R. (2017) Neuropsychol., 100:64-78.
追跡及び saccade の眼球運動に障がいがある男児は、相貌失認はないが、発達性の contour
統合、ものの知覚に障がい。Non-foveal の情報が高次視覚皮質へ行くには眼球運動が必要。

