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Donohue, S.E. et al. Cortical mechanisms of prioritizing selection for rejection in visual search. 

J. Neurosci., 38:4738-4748, 2018. 

 この論文は視覚的探索課題で、標的刺激と妨害刺激の処理を脳磁図で検討した。4 つの実

験よりなるが、第 3 実験は異質なので省略する。上図 a の実験 1 の課題では、標的は赤、妨

害刺激は青が 4 つ、緑が 1 つである。記録した脳磁図から event-related laterality, ERL を 

 

 

 

 

 

算出する。標的刺激関連

の tERL では妨害刺激が

中央上に、妨害刺激関連

の dERL では標的刺激が

凝視点の上にある。上図

b は標的、妨害刺激の色

で、実験 1 では逆転、実

験 2 では妨害刺激は新し

い色、実験 4 では試行毎

に妨害刺激の色が変化し

の色 前もって妨害刺激の知識を持

つことはない。 

 中図 a は実験 1 の標的、妨害

刺激に対する対側、同側の反応

で、引き算の結果が中図 b であ

る。N2pc は標的、Pd は妨害刺

激への反応である。加えて、潜

時が早い tN1pc, dN1pc がみら

れた。なお、N2pc と Pd のピ

ーク潜時を比較すると妨害刺

激への潜時が短い。 

下図は実験 2 の結果で、同様

の反応がみられた。N1pc の立

ち上がりは dN1pc の方が

tN1pc よりも早い。 

次ページの図 aは実験4の結

果である。実験 2 と同じ傾向の 



 

Pd（赤）のピーク潜時を示している。いずれの実験でも N2pc よりも Pd のピーク潜時が

短い。これらの結果は、標的刺激よりも妨害刺激の方が早く処理されること、すなわち、

temporal priority があることを示唆する。  

結果である。図 b, c は実験 1, 2, 

4のN1pc,とN2pc, Pdのピーク

潜時を示している。図 b は反応

の立ち上がりをとらえるため

に、ピーク値の 25%の潜時であ

る。標的刺激の条件が同じ実験

2 と実験 4 では dN1pc（赤）の

方が tN1pc（黒）よりも潜時が

短い。また、これらの潜時は実

験 2 の方が実験 4 よりも短い。

図ｃは実験 1, 2, 3のN2pc（黒）、 



Weisberg, S.M. et al. Behavioral and neural representations of spatial directions across words, 

schemas, and images. J. Neurosci., 38:4996-5007, 2018. 

 この論文は 7 つの空間の方向を示す 3 種類の format（image, schema, word）で行動と

fMRIデータにMVPAを適用した脳画像の研究。下の図Aに 3種類の方法が示されている。

Schema は矢印である。行動の結果は省略する。脳画像では 5 か所の ROI が設定された：

脳梁膨大後部皮質 RSC, 後頭場所領域 OPA, 海馬傍回場所領域 PPA, 頭頂間溝 IPS, 初期

視覚皮質 EVC である。脳画像の課題が図 B にある。継時的に刺激が提示され、catch trial

で反応することが求められている。 

 
 

 次ページの上図は fMRI データに MVPA を適用した結果で、同一 format 内での 7 方向

の decoding を検討した。上図 A は理論的な表象非類似性マトリックス RDM。RDM と

fMRI データを比較。上図 B から分かるように、IPS では image のみで有意な decoding が

できた。EVC やその他の ROI ではどの format でも decoding はできなかった。次ページ

の下図は cross-format decoding の RDM（下図 A）と IPS, EVC での結果（下図 B）であ 



 

る。IPS では cross-decoding、すなわち他の format への般化がみられた。したがって、

IPS には format を跨る空間の方向に関する表象がある。行動実験では image で反応時間が

長くなる傾向があったが、image で発揮される IPS の機能は schema, word では bypass さ

れるようだ。 

  



Chen, Q. et al. Abstract representations of object-directed action in the left inferior parietal 

lobule. Cereb. Cortex, 28:2162-2174, 2018. 

 この論文は物に対する行為の抽象的な表象が下頭頂小葉にあることを示した。課題で使

った道具は上図 A の 6 種類で、図のように行為と機能が類似している。課題は pantomime

と identification で、前者では道具名が表示され、使用動作を道具なしで行う。後者では道 

 

 
下頭頂小葉には課題から独立した道具関連の行為の表象があり、課題、道具、刺激（語と

写真）に跨る共通の code があると考えられる。機能については省略するが、主に左側頭

葉の腹内側部に表象されていた。 

 

具の写真が提示され、参加

者はその道具の名前、関連

する行為、機能、物理的特

徴などを考える。fMRI で

脳計測を行い、MVPA を

適用した（上図 B）。行為

（赤）と機能（青）につい

て、訓練とテストの classi-

fier があり、課題内 within

と課題間 crossのdecoding

がある。前脳の searchlight

と ROI による分析を行っ

た。 

 行為についての結果と 

道具に関連する領域（黒

線で囲まれた領域）との

関係を下図に示す。図で

黄色は pantomime 内と

identification 内で行為が

decode できた領域の重な

り（pink よりは紫色）。

水色と青の線で囲まれた

領域は cross decoding が

できた領域で、重なりが

多い。左の下頭頂小葉の

主に縁上回である。これ

らの結果をまとめると、 



Goyal, A. et al. Electrical stimulation in hippocampus and entorhinal cortex impairs spatial and 

temporal memory. J. Neurosci., 38:4471-4481, 2018. 

 テンカン患者の言語記憶、空間記憶の記銘時に与えられた海馬 HIPP と嗅内皮質 ERC の

電気刺激の影響を検討した。下の図は課題で、上の言語記憶では電気刺激が 2 語 on, 2 語 off

で与えられ、自由想起で電気刺激の効果が検討された。下は空間記憶課題で、Morris の水 

 

 

迷路に対応する課題。遠方に landmark があり、囲い（境界 boundary）の中に標的 object

がある。2 回の記銘時には、異なる方向から標的に向かって自動運転で接近し、到達す

る。想起ではいろいろな出発点から自ら運転し、標的があったと思うところで停車する。

電気刺激は 2 回の記銘時に与えられるが、電気刺激のない試行（標的）もある。 

 下の図は言語記憶の結果である。A の図でわかるように電気刺激を受けた項目は再生が

悪い。それはリストの初頭（1-2 項目）で顕著である（B）。次ページの図は電気刺激によ 

 

で再生される確率が高いが、電気刺激を受けたリストではその傾向がみられない。下の図

A は想起における temporal clustering factor を示す。これはある項目が再生されるとき、

記銘時のその項目の周辺の項目がまとまって想起されやすい傾向をいう。図からわかるよ

うに、control のリストと比較して、電気刺激を受けたリストはその傾向が弱い。図 B,C

は同じ結果の別な表現。項目が離れるほど再生は減少。C は stimulus-control list. 

り記憶の時間構造が乱れ

ることを示した。上の A-D

は記銘時に 1-4 番目にあっ

た項目が、想起においてそ

の位置で再生される確率

である。Control のリスト

では（緑）記銘と同じ位置 



 

 空間記憶に関しては、電気刺激なしの予備的な実験で、参加者を成績により Good と

Bad に分け、Good は標的が境界にあると成績がよかった。これは Good が visual-

boundary-based representation を利用する傾向が強いことを示唆。下の図 A は電気刺激の

効果を標的の位置（境界/内部）と参加者（Good/Bad）に分けて表示した。効果は両要因

の影響を受けたが、Good で標的が内部にある時に刺激の妨害効果が強かった。図 B は記

憶の成績と電気刺激が与えた妨害効果（境界－内部）の関係で、成績がよいほど内部の試

行での成績が悪いことを示す。内部の結果は海馬などの機能を反映すると考えられ、境界

の結果は海馬などとは異なる領域の関与が考えられた。 

 これらの結果は、海馬など内側側頭葉がエピソード記憶の時間的、空間的な構造化に重

要な役割を果たすことを示した。 

  



Wittig Jr, J.H. et al. Attention improves memory by suppressing spiking-neuron activity in the 

human anterior temporal lobe. Nat. Neurosci., May 21. 

 この論文はテンカンなどの患者で、単語の記憶への注意の効果を、脳内の電極で脳波、単

一神経活動を記録することにより検討した。注意は単語の提示の前に Preparatory cue を提

示するか否かで操作した。再認の結果は cue のある方が Uncued よりもよい。記録した脳領

域は側頭葉前部 ATL, 側頭葉後部 PTL, 前頭皮質 FCx である。脳波に関しては高周波（70-

200 Hz）成分のパワーを問題とした。脳波は Prepare と Encode に分けて分析（図 a, b, c）。 

 

 

 図 d, e が大まかな結果である。青色は

Cued<Uncued, ピンクは Cued>Uncued

の領域である。図 d の Prepare 期では

ATL で cued の条件で高周波成分のパワ

ーが低下している。PTL, FCx では変化は

弱い。図 e の Encode 期には PTL, FCx で

パワーが強まり、ATL ではほとんど変化

がない。図 f, g, h はそれぞれ ATL, PTL, 

FCx の脳波の高周波成分の変化である。

左は 1 例、右が被験者の平均である。ATL

では cue 提示後にパワーが低下してお

り、単語には反応していない。一方、PTL

では cue にも単語にも反応がある。ただ、

cued の方の反応がつよい。FCx では cued

の単語への反応は強いが、cue への反応 

は弱い。図 I, j, k は cue-word

が再認（赤）/忘却（ピンク）

の結果である。 

 注意には selection と modu 

-lation の側面があるが、ATL

は記憶の形成を高める注意の

selection の源泉になっている

と考えられる。PTL の結果は

注意の modulatory 効果を示

している。FCx の反応はこの

領域が注意の selectionに関係

することを示している。 

 次ぺージの左の図 a-e は 



ATL の神経細胞の発射活動の結果である。やはり cue で発射の低下がみられている。左図

b は一例で、197 の細胞の活動の結果は図 c である。脳波の結果と整合的である。図 d は

  

バラツキを示す Fano factor の結果で、SN 比を表

すが、神経細胞の活動低下の時期に一致して SN

比が改善している。両者は関連している。 

 下の右図は ATL を切除した結果で、術前と比較

して記憶の成績が低下したが、それは cued word

の方が顕著だった。 



Daitch, A.L. & Parvizi, J. Spatial and temporal heterogeneity of neural responses in human 

posteromedial cortex. PNAS, 115:4785-4790, 2018. 

 この論文は後部の内側皮質（後部帯状皮質、PMC:PCC と BA7m/31）に機能の分化があ

ることを示した。自伝的記憶の想起、算数の計算、cued-rest の 3 課題中の患者の脳内の電

極から脳波を記録した。脳波は高周波数帯域（HFB, 70 Hz-180 Hz）を分析した。 

 結果の主要な部分の表を下に示す。これは Supporting information の Table S2 を改変し

たものである。複数の課題に応答する結果は省略し、Deactivation は Math only のみ表示し

た（この論文の図は色の選択がマズく、ほとんど読み取れない。エッセンスのみ紹介する）。

大まかな特徴は、記憶で活性化し、計算で不活性になるのは PCC の電極で多くみられ、

cued-restではBA7m/31で活性が高まる傾向がみられた。下の図は結果の例であるが、cued-

rest では活性が一過的な場合（左上）と持続する場合（右上）があった。 

 

 
  



Shapira-Richter, I. et al. Conflict monitoring mechanism at the single-neuron level in the 

human ventral anterior cingulate cortex. Neuroimage, 175:45-55, 2018. 

 この論文は 12 名の大うつ病、テンカンの患者で腹側前部帯状皮質 vACC の 25 の課題関

連神経細胞が、情動的な Stroop 課題でどのような発射活動を示すか検討したもの。記録し

た神経細胞数が少ないので、いろいろな神経細胞の個別的な活動を紹介する。 

 上図は現在の試行が congruent の時（左）と、incongruent の時（右）の 2 つの神経細胞

の発射活動のヒストグラムである。縦の赤い線が刺激提示の時間である。灰色のバーは両条

件で活動が有意に異なる期間。上の神経細胞では congruent > incongruent, 下の神経細胞

では congruent < incongruent である。また、上の神経細胞では刺激提示後に活動の低下、

下の神経細胞では活動の上昇がみられている。これらの例ではしげきご 1.0 s で両条件に差

がみられているが、より早い時期に差が出ることもある。下図は 5 つの神経細胞で前の試 

            Congruent                               Incongruent 

 

 

 

神経細胞の例。いずれの場合も前の試行が incongruent だった時の方が、高い活動を示した。

なお、上の神経細胞では両条件に有意な差が出る期間が 0.3 – 1.0 s と早いが、下の例では

1.0 s からと遅い。 

 次ページ下図は 1 つの神経細胞で、これらの結果がみられたことを表している。 

行が congruent だった後の baseline の発射

率（黒）と in-congruentだった後の baseline

の発射率（白）の関係で、congruent だっ

た方が発射率が高い。 

 次ページ上図は前の試行が congruent だ

った時（左）、それが incongruent だった時

（右）に発射活動が異なっていた 2 つの 



     Congruent post congruent                Congruent post incongruent 

 

 

 

 
 

 よい論文ではないが、ヒトの神経細胞の活動の報告は貴重なので、とり上げた。今回は

ヒトの侵襲的な研究が多かった。  



Gosseries, O. et al. Parietal-occipital interactions underlying control- and representation-

related processes in working memory for nonspatial visual features. J. Neurosci., 38:4357-

4366, 2018. 

 この論文は、後頭皮質、頭頂皮質の頭頂間溝 IPS、外側前頭前野 lPFC のランダムドット

の動き RDK の方向に関するワーキング・メモリの delay 中の活性の機能について、fMRI と

MVPA (decoding) で検討した。表象面と制御面が問題となるが、後者では load の増加によ

る capacity の限界と context binding を検討した。上図が課題である。どの課題でも継時的

に RDK を含む 3 つの刺激が提示され、8 秒の delay後に凝視点に 1-3の数字が提示される。 

 

刺激提示の順序がその数字の当たる刺激について、RDK はその方向、色は同じ色を指し示

す。上段の 1M では RDK が一つ、中段の 1M2C では RDK が一つに色が二つ、下段の 3M

では動きの方向の異なる RDK が三つ提示される。1M と 3M では後者の方が context bind 

-ing の必要が大きい。1M2C と 3M は 1M よりも資源を多く使うことになる。その点につ

いて、前二者は同程度の資源利用と考える。 

 下図は BOLD 反応の結果である。A が後頭皮質、B が頭頂皮質の IPS である。後頭皮質

では delay 期（10s-14s）に活性が baseline にまで低下するが、三つの課題間で差はない。

IPS では三つの課題で活性が高まるが、3M 課題が 1M, 1M2C 課題より強い活性を示す。 

次ページの上図はこの図の続きで RDK の動きの方向の decoding の結果である。10s-14s

の delay 期で、後頭皮質 C ではすべての課題で decode できたが、1M の成績が他よりよ



く、1M2C と 3M に差はない。D の IPS では delay 期全体としては有意な decoding はでき

なかった。この結果は、後頭皮質には RDK の方向の表象があるが、IPS には表象がない

ことを、そして IPS の delay 期の活性の高まりは、制御機能に関連することを示唆する。

IPS の BOLD 反応が 3M で 1M, 1M2C よりも高いことは、IPS が資源よりも、context 

binding に関係することを示唆する。中図は後頭皮質と IPS の関係を示す。中図 A は後頭 

 
皮質の decoding の成績（y 軸）と課題の成績（concentration, x 軸）が参加者内で正の相

関を示すことを、中図 B は IPS で課題の成績がよいほど活性が低いことを、中図 C は後

頭皮質の decoding の成績がよいほど、IPS の活性が低いことを示した。これらの後頭皮 

 

質と IPS の interaction は上記の解釈と整合的と思われる。このほか、IPS 内に binding 機

能の吻側－尾側の勾配があること、左外側前頭前野 lPFC には資源に関係する活性がある

ことが述べられている（下図 A）が、省略する。 

  

左 lPFC              右 lPFC 



Schneegans, S. & Bays, P.M. Drift in neural population activity causes working memory to 

deteriorate over time. J. Neurosci., 38:4859-4869, 2018. 

 この論文は working memory における load 負荷（set size）と delay の延長が成績に負の

効果を持つのは、神経活動の減少 decay によるのか、神経活動の drift によるのかを検討し

た。理論と行動の研究。理論の説明は極めて大まかなものなので、詳しくは本文参照された

い。上図左は decay による予測。神経活動は delay 延長で減少するが、set size の増加でも

1 項目当たりの神経活動が減るために、エラーと反応潜時は左図のようになると予測する。

上図右は drift による予測。神経活動は delay 延長で減少することはなく、その drift が増加

する。その結果、delay 延長でエラーは増加するが、反応潜時は影響を受けないと予測する。 

 

 

 

 下図が結果である。図 A, B から分かるように、delay の延長はエラーを増加させるが、反

応潜時には影響を与えていない。図 C は上図と同じ表現だが、decay よりも drift による予

測と一致した結果になった。これは実験 1 の結果だが、実験２は省略した。多くの説明を端

折っているので、本文を参照されたい。 

課題は中図にある。これは set size

が 4 の例である。Variable delay 後

に注視点に sampleのいずれかと同

じ色が提示される。参加者はその

色があった位置に眼を向けること

が求められる。Sample の位置と眼

を向けた位置の差がエラーの測度

RMSD である。 



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。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 

 



 最近、認知神経科学の基礎研究が減少し、応用研究が増えた。これまで比較的無差別的に

応用研究をとり上げてきたが、手に余るようになってきた。ここでは発達障がいや障がいの

訓練による改善などに焦点を当てる。非侵襲的脳刺激も治療、介入に関係するものは積極的

に紹介したい。ただ、統合失調症、テンカン、躁うつ病、アルツハイマー病、パーキンソン

病などの疾患は敢えてとり上げない。また、個人的に興味を持った研究も紹介する。なお、

太字の論文は特に興味深いものである。 

 

 

認知機能一般 

Lewis, P.A. et al. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:491-503. 

 創造的な問題解決と睡眠中の memory replay の関係についての opinion 論文。 

 

 

訓練と自己統制 

Ono, Y. et al. (2018) Neuropsychol., 114:134-142. 

 ボールを掴むビデオを観察し運動のイメージ生成を行うと脳波の脱同期 ERD が生起。

ERD が正しく生成された時に手に付けたロボットで自己受容 feedback を。有効だった。 

 

Corbet, T. et al. (2018) Neuroimage, 176:268-276. 

 運動のイメージ生成中に感覚閾値レベルの神経筋電気刺激を feedback として与えること

は、イメージ生成を促進し、刺激の artifact でないイメージ生成の脳活動を引き起こした。 

 

Ghio, M. et al. (2018) Neuropsychol., 114:186-194. 

 動詞の語－意味の 8 つの認知訓練が脳の灰白質の量に与える影響を検討。語は proximal

と distalの筋に関係するもの。Distalでは左 dM1, proximalでは右小脳Ⅶaで灰白質量増加。 

 

 

意思決定、報酬 

Talukdar, T. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2664-2672. 

 意思決定の能力の個人差と fMRI による rsFC の関係を検討した。個人差は実行系、社会

系、知覚系のネットワークに表象されていた。 

 

 

社会認知神経科学 

Wang, Y. & Olson, I.R. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:504-516. 

 社会的認知に関係する繊維束についての opinion 論文。 



 

Rudorf, S. et al. (2018) J. Neurosci., 38:5196-5208. 

 他者からのコントロールを嫌う control aversion, CA の fMRI 研究。CA は注意の再方向

付けや認知制御に絡む IPL と dlPFC の間の機能結合の強さが関係した。 

 

Chan, M.I. et al. (2018) PNAS, 115:E5144-E5153. 

 社会経済的地位 SES と脳の関係は主に子供と高齢者で検討された。35y-64y の中年で検

討すると、低い SES は安静時 system segregation が低く、皮質の灰白質の厚さも減少。 

 

Chib, V.S. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:391-403. 

 金銭報酬の伴う熟練課題における社会的促進の脳内機序を検討。dmPFC に表象される社

会シグナルが vmPFCの価値計算を高め、dmPFCと動機づけ関連の vSTRの結合を強めた。 

 

Wills, J. et al. (22018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:349-356. 

 脳損傷患者で集団の協力と脳の関係を検討。dlPFC 損傷で協力が減り、vmPFC で増加、 

扁桃核損傷では関係なかった。集団の協力は intuition だけでは成り立たないと考察。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Etchell, A. et al. (2018) Neuropsychol., 114:19-31. 

 子供の言語と脳の発達についての性差に関する literature review。 

 

Burke, S.N. et al. (2018) Trend. Neurosci., 41:349-359. 

 PRC と PHC の機能の新しい見方と加齢との関係についての opinion 論文。 

 

Guo, C. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:426-436. 

 比較的貧しい分娩後の母親で、不安が育児行動と脳の関係に与える影響を検討。母親の不

安が高いほど、positive な育児行動と扁桃核－右 pSTS の機能結合が強まった。 

 

Choi, E.J. et al. (2018) Brain Cognit., 124:47-56. 

 平均 9.5y の子供の attachment と脳の関係を検討。質の高い attachment は社会情動情報

処理や接近-回避関連の dlPFC, 扁桃核、STR で高い活性。STR は接近-回避に絡み重要。 

 

Peng, S.-L. et al. (2018) Neuroimage, 174:257-262. 

 Cerebrovascular reactivity (CVR) MRI による計測では、CVR の低下は側頭葉が最も早く、

中年で低下率が大きく、処理速度や episodic memory と関係。WM とは関係しない。 



 

 

情動、不安、性格、個人差 

Goodman, A.M. et al. (2018) Neuroimage, 174:237-247. 

 ストレスに対する反応を低、中、高に分け、恐怖条件づけを行った。反応が高の群は学習

が早く、自律反応（SCR）が高まり、情動制御に問題。これらは PFC が仲介（fMRI）。 

 

Shao, R. et al. (2018) Brain Cognit., 124:73-81. 

 ストレスに対する反発力が強いものは、ストレスで負の情動がおきるが、膝下 ACC と

aIns の機能結合が減少していた。DMN と salience network の interplay として捉えている。 

 

Park, A.T. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:430-439. 

 4y-7y の児童でストレスと vmPFC-扁桃核の rsFC の関係を検討した。酷い経験をした児

童はこの rsFC が弱く、また、rsFC が弱い児童は攻撃行動、注意に問題があった。 

 

Madsen, K.S. et al. (2018) Neuropsychol., 114:1-10. 

 神経症傾向のスコアは、10y-15y の少年では帯状束の FA が右半球に比べ左で低下し、少

女では帯状束、vmPFC の白質の FA が逆に左半球で増加し、右で低下していた。性差有。 

 

Lewis, G.J. et al. (2018) Neuroimage, 176:22-28. 

 Big 5 の性格特性で、誠実性 C のみが皮質の厚さと相関した。578 名の平均 73y の高齢者

で、C 特性と両側 PHG, 紡錘状回、左帯状皮質、右 OFC, 左 dlPFC の厚さが相関。 

 

Akiki, T.J. et al. (2018) Neuroimage, 176:489-498. 

 PTSD の症状の重篤度と DMN の関係を fMRI、拡散 MRI で検討。DMN の機能的な結

合強度の低下、機能的統合の低下、segregation 増加などが重篤度と関係していた。 

 

Espinoza, F.A. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2624-2634. 

 Psychopathyの Factor 1 (interpersonal/affective) は安静時 fMRI によるDMNや salience

など７つの network で rsFC の増減、また Ins, ACC など paralimbic 系の rsFC と関係した。 

 

Anderson, N.E. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:564-580. 

 Psychopathy の Factor 1 は聴覚的な oddball 課題の標準刺激（vs baseline）に対する DMN, 

salience network の活性と負の相関を示した。Network 間の統合に問題がある。 

 

 



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 

He, Z. et al. (2018) Soc. Cognit. Affect. Neurosci., 13:357-366. 

 右 vlPFC への anodal tDCS は社会的な排除 exclusion に対する負の情動反応を弱めた。

負の情動の評定、瞳孔の直径、排除者/被排除者への注視時間などで検討。 

 

Moret, B. et al. (2018) Neuropsychol., 114:125-133. 

 弱視の人で視力とコントラスト感度の訓練に高周波の経頭蓋ランダムノイズ刺激 tRNS

を組み合わせた結果、視力には tRNS の効果があったが、コントラスト感度にはなかった。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Bolton, T.A.W. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2391-2404. 

 ASD と TD に映画をみせ、参加者間の fMRI の機能的相関 ISFC を検討。特異的に ASD

では遠隔の機能モジュールがはたらいており、それは反応抑制などの機能と関係していた。 

 

Wang, L. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2609-2623. 

 ASD の脳の biomarker を目指して、MRI では白質と灰白質の差が分かりにくい 6 mo の

幼児で、anatomy-guided の組織の区分と topological 修正を組み合わせた方法を提案した。 

 

 

注意欠陥多動障がい ADHD 

Marcos-Vidal, L. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2442-2454. 

 ADHD の児童では DMN などで局所的な結合が増加したが、症状と相関したのは感覚運

動野の局所的結合で、健常では年齢で減少するのに、ADHD では増加した。 

 

Yep, R. et al. (2018) Brain Cognit., 124:1-13. 

 男女の情動顔を cue とした pro/antisaccade 課題を ADHD, 双極性障害 BP, control に。

ADHD, BP は成績が悪く、ADHD では中性顔、BP では情動顔 cue で成績が低下した。 

 

 

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

Di Liberto, G.M. et al. (2018) Neuroimage, 175:70-79. 

 Dyslexia を含む 6-12y の子供に物語を聞かせ脳波を記録した。音韻特徴に対する右半球

の皮質の低周波成分の tracking に問題があり、dyslexia の程度と相関した。 

 

Conroy, P. et al. (2018) Brain, 141:1815-1827. 



 脳卒中後の失語症への喚語訓練で、従来の正確さを問題にする方法と新しい正確さと速

度を問題にする方法を比較。新しい方法は失語症の様々な重篤度、subtype で有効だった。 

 

Henry, M.L. et al. (2018) Brain, 141:1799-1814. 

 非流暢性失文法の原発性進行性失語にビデオによる script 訓練を行った。訓練効果があ

り、それは般化した。左 MTG/ITG 領域の灰白質容量と訓練の成績が相関した。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

van Dillen, L.F. & van Steenbergen, H. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:447-459. 

 カロリーの高い食物は NAcc を活性化させるが、同時に行っている課題が難しい場合に

はこの活性は減少する。NAcc と dlPFC の機能結合も load の影響を受ける。摂食障害へ。 

 


