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Silson, E.H. et al. Differential sampling of visual space in ventral and dorsal early visual 

cortex. J. Neurosci., 38:2294-2303, 2018. 

 この論文は初期視覚野（V1, V2, V3）の背側 d, 腹側 v の population receptive field, pRF

が楕円形であること（上図左）、腹側の方がより楕円的で、広い領域をカバーすることを

明らかにした。課題は凝視点の色の変化の検出で、視野内を細長い切れ目が移動し、背後 

  

 

 

に分布している。また、V1 には分布に有意な差はないが、V2, V3 では有意差があった。

下図左は V1-V3 での pRF の縦横比の平均値の d, v の比較で、腹側 v の方の比が有意に大

きい。下図右は pRF の領域の d, v の比較だが、V1-V3 で腹側ｖの方が広い傾向があり、

V1 と V3 で有意な差がみられた。特に V3 で差が大きい。このように、初期視覚皮質の受

容野の形状は fovea に向かう傾きを持つ楕円であり、腹側はより楕円的で、面積が広い。 

の刺激が提示された（上図中）。fMRI で初期

視覚野の活性を計測した。 

結果は要点のみ説

明 す る 。 上 図 右 は

V3v, d の pRF の傾き

の分布である。赤 v と

青 d の間には有意差

がある。V2 も同様の

結果だが、V1 では分

布が重なり、有意差は

なかった。中図は V1, 

V2, V3 の pRF の楕円

の縦横比の分布であ

る。この図からわかる

ように、背側では比が

小さい方に偏ってい

るが、腹側はほぼ均等 



Meijs, E.L. Dynamic interactions between top-down expectations and conscious awareness. J. 

Neurosci., 38:2318-2327, 2018. 

 この論文は Predictive coding における期待は意識的、予測誤差は意識なくしても起こる

ことを attentional blink, AB を利用して示した。実験 1, 2 は予測誤差を問題に、実験 3 は

期待を問題にした。実験 1, 2 の課題と行動の結果が上図にある。RSVP による AB 課題の

Target 1, T1 は G/H で緑色、5 刺激目に提示、lag があり T2 (D/K/distractor)が提示され 

 

 

た。G-D, H-K が valid で

75%, G-K, D-H が invalid

で 25%の関係。Distractor

は全体の 20%だった。参

加者は T2 を見たか、そ

れは D か K だったか、

T1 は G かＨだったかを

聞かれた。実験 1, 2 は lag

が異なる。図 B, C は結果

で、T2 が正しく弁別され

た%。Lag が大になると

成績がよく、valid の方が

invalid より成績がよい。 
Invalid - Valid 

中図は脳波の結果

で、前頭中央部で

は Invalid の方が、

negativityが大だっ

た。それは Seen と 

Miss で同じ傾向だった。予測誤差

は意識と関係ない。下図は実験 3 の

手続きで、予測の意識性を検討。T1

の知覚を難くした。また、3 群設け

T1-T2 の関係の理解に差をつけた。

T1 が見えた時には実験 1, 2 と同じ

結果だったが、T1 が見えない時は

lag の効果はあるが、vadility の効果 

は消失した。期待が効果

を発揮するには意識的で

あることが必要。大分端

折ったので、本文参照を。 



Perry, A. et al. Mirroring in the human brain: Deciphering the spatial-temporal patterns of 

the human mirror neuron system. Cereb. Cortex, 28:1039-1048, 2018. 

 この論文は、テンカンの患者で、ものを握る動作の観察、実行時の脳内の電極で脳波を

記録した mirror neuron system, MNS の研究。High gamma, HG 帯域の活動が MNS など

の領域で見られた。上図は実行のみで HG 活動がみられた部位（青）、mirroring の部位

（緑）、観察のみの部位（黄色）。上図 B は実行、C は mirroring の部位の活動。中図は 2

種類の mirroring 活動で、赤は観察、実行とその間の delay 中にも HG 活動がみられた部 

 

 

 

観察 実行 

位、青は delay 中には HG 活動がみられ

ない部位。中図 B に 2 か所の部位の活動

が示されている。図 B の上の図の Y 軸は

試行。下図は頭頂（赤）、体性感覚（紫）、

下前頭回（青）、運動野（緑）の HG 活動

の時間的変化。左が観察、右が実行だが、

頭頂皮質の活動変化が最も早い。なお、

ヒトの MNS のニューロン活動の記録は

Mukamel et al. (2010) Current Biol., 20: 

750-756.が行っている。参照されたい。 

 なお、今月はヒトの

脳内に電極を入れ

て、脳波やニューロ

ン活動を記録する

研究があった。2 ペ

ージ先で紹介する

Wixted et al. の 研

究、Sheehan, T.C. et 

al. (2018) J. Neuro-

sci., 38:1744-1755. 

である。 



Zhang, W. et al. Memory contextualization: The role of prefrontal cortex in functional 

integration across item and context representational regions. J. Cognit. Neurrosci., 30:579-

593, 2018. 

 この論文は item と context を結びつけるのに前頭前野が重要な役割を果たすことを示し

た。実験手続きは上図にある。Memory contextualization task, MCT で item は顔、context

は風景である。記銘 A では風景、それに顔を重ねた刺激が提示された。風景と顔を関係づ

けるよう教示したので、その vivid さを評定させた。再認 B では記銘時の item (old face)

と context が提示される intact, context が変わる rearranged, それに新しい顔 (new face)が

提示される lure 試行があった。信号検出理論を適用し、intact と rearranged 条件で old 

face の hit と new face の false alarm から d’を算出し、両条件の差Δd’を contextualization 

effect の指標とした。行動結果は intact 条件の方が再認の成績がよい。 

 

 

IFG     AMYG            HIPP 

AMYG           FG-PHG 

 下図左は subsequent memory effect, 

SME と contextualization に関係した ROI. 

IFG:下前頭回、AMYG:扁桃核、HIPP:海

馬、FG-PHG は item の顔領域を含む紡錘

状回 FG と context の場所領域を含む海馬

傍回 PHG の接合部である。下図右の左の

グラフは IFG と AMYG の機能結合の強

さ（横軸）と contextualization effect (Δ

d’) の関係で、有意な正の相関があった。

下図右の右のグラフは横軸が IFG と FG-

PHG 接合部の機能結合の強さで、縦軸は

Δd’である。やはり正の相関があった。こ

れらの結果は IFG が item と context の統

合に重要な役割を果たしていることを示

唆する。 



Wixted, J.T. et al. Coding of episodic memory in the human hippocampus. PNAS, 115:1093-

1098, 2018. 

 この論文はテンカン患者の海馬ニューロンがエピソード記憶を分散、刺激特異的にコー

ドしていることを明らかにした。課題では単語が連続的に提示され、その中に反復提示さ

れるものがある。参加者は提示される単語の old/new 判断を行う。扁桃核の結果は記憶に 

 

 

  

関係がなかったので述べない。 

 左右の海馬の結果を上図左に示す。

左海馬では反復刺激の発射が低く（有

意ではない）、標準偏差が大であった

（発射数は正規化された）。この結果

を分布から予測したのが上図右で、多

くのニューロンは発射が低く、少数の

ニューロンが高い発射を示すと考え

た。それを empirical quantile-quantile 

plot で示したのが中図で、左右海馬の

ニューロンの new 刺激への発射と old

刺激への発射を順番に対にしてプロ

ットした。左海馬ですべてのデータを

利用した場合（図 A）は、少数のニュ

ーロンが反復された old 刺激に高い発

射を示した。上位 2.5%のデータを除

くと線から逸脱するものはなくなっ

た。左海馬の同様の結果を別な形で表

現したのが下図で、横軸は含まれたデ

ータの比率、縦軸は Old-New。100%

では反復刺激への発射の標準偏差が

有意に大で、97.5%以下では平均値が

有意に低い。この結果は記憶の計算論

の主張に合致する。 



Qi, S. et al. A collaborator’s reputation can bias decisions and anxiety under uncertainty. J. 

Neurosci., 38:2262-2269, 2018. 

 この論文は、partner と意思決定をする際、partner の評判が両者の意思決定の一致や意思

決定の結果として与えられる電撃への不安とどのように関係するかを検討した。手続きは

上図にある。課題は random dot movement, RDM の方向と coherence の程度の推定。先ず、

partner の写真と評判（星の数）が提示され、partner の RDM についての推定が提示され

る。この例では右方向、30％。次に RDM 課題の刺激が提示され、参加者が推定する。そし

て参加者と partner の成績 (joint performance. 最後に提示) に基づいて与えられる電撃に

対する不安の評定を行う。RDM は容易、困難、ambiguous（no coherence）の 3 レベル。 

 参加者と評判のよい partner の判断は一致する傾向が高く、ambiguous 条件でそれは顕著 

 

 

 

だった。中図 A は fMRI の結果で、評判の

悪い partner で扁桃核の活性が高く、参加

者と partner の判断の一致では腹内側前頭

前 野 、 不 一 致 で は 背 側 前 部 帯 状 皮 質

dACC、頭頂間溝の活性が高い（図 B）。

dACC の活性はエラーや conflict に関係

（図 C, D）。不安の評定は評判の良い

partner の方が低かった。下図 C, D は電 

撃の予期時の脳活性で、評

判の悪い partner の方が、

dACC や後部島皮質 pINS

の活性が高い。それは課題

が anbiguous の時に顕著

（右の棒グラフは pINS の

結果）である。なお、dACC

と pINS の間には機能結合

がみられた。「応用」での紹

介で十分だったかも知れ

ない。 



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, 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 

Beaty, R.E. et al. (2018) PNAS, 115:1087-1092. 

 創造性と脳の関係を fMRI による FC から検討した。DMN, salience, 実行系内の hub よ

りなる network が創造性に関係した。その結果を予測などから補強した。 

 

 

訓練と自己統制 

Papoutsi, M. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1339-1353. 

 Huntington 病の患者の SMA を neurofeedback で上昇させた。認知、運動機能の改善は

SMA 灰白質の増加、被殻活性の上昇、SMA-左被殻の FC 増加と結びついていた。 

 

Lochy, A. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:449-467. 

 成人の参加者の徹底的な訓練では新しいものの個別化 individuation が起こるが、それに

はものが顔に似ていることが必要であることを示した脳波研究。 

 

Reggente, N. et al. (2018) PNAS, 115:2222-2227. 

 4 週間の OCD の認知行動療法の効果の予測を fMRI の rsFC で検討した。治療前の DMN

と視覚ネットワークが治療後の症状の重篤度を有意に予測した。 

 

Kurland, J. et al. (2018) Neuropsychol., 109:116-125. 

 高齢者に動作とものの絵の命名の訓練を行ったところ両側の楔前部、左 IPL の活性が訓

練で使用した絵の方が高い活性を示した。失名辞への適用を考えている。 

 

 

意思決定、報酬 

O’Connell, G. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:35-42. 

 自己から他者の視点へ、自己の現在から将来の視点への変化は共通の脳基盤を持つと考

え、false belief と delayed reward の課題中に fMRI で計測。右 TPJ が共通して活性化した。 

 

 

社会認知神経科学 

Tamir, D.I. & Thornton, M.A. (2018) Trend. Cognit. Sci,, 22:201-212. 

 予測的な社会的な心、認知の理論に関する提案。 

 

Schreuders, E. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:127-142. 

 友人に対する prosociality は SMA, aIns のレベルと負の相関。友人への prosocial な決定



は pTPJ, 嫌いな者への selfish な決定は STS の活性と関係。被殻はこの両方に関係。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Gilmore, J.H. et al. (2018) Nat. Rev., Neurosci., 19:123-137. 

 生後 2 歳までの乳幼児の構造的、機能的な脳の発達のイメージング研究の総説。 

 

Sandre, A. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:143-154. 

 子供の時に虐待を受けた成人の参加者に morphing による恐れ―中立の顔刺激を提示。恐

れの強度と脳波の LPP が亢進した。 

 

Foulkes, L. & Blakemore, S.-J. (2018) Nat. Neurosci., Feb. 5. 

 青年期の脳の発達の個人差についての展望論文。 

 

Yang, J. et al. (2018) Neuropsychol., 109:165-172. 

 大学生、大学院生の参加者で親の養育の暖かさと感謝の調査を行い、VBM で脳の構造と

の関係を検討。lrPFC の灰白質量が養育の暖かさと感謝の関係を仲介していた。 

 

Müller-Oehring, E.M. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1049-1063. 

 12y-21y の参加者で DMN, 実行制御系、salience, 報酬、情動 network の rsFC を検討。

性差、実行制御 network の発達、アルコール摂取の自己、社会情動系への悪影響があった。 

 

Zebrowitz, L.A. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:21-34. 

 24y と 73y で顔の信頼性と脳活性の関係を fMRI で検討。年齢と信頼性の交互作用が扁桃

核、尾状核で見られたが、これは高齢者のみで活性が。dACC は年齢に無関係に正の相関。 

 

Aisenberg, D. et al. (2018) Neuropsychol., 109:155-164. 

 Simon task では incongruent 試行での RT は前の試行の congruency によって変わる。26y

の若者では右小脳前部で RT に対応した BOLD 反応がみられたが、71y では異なる反応が。 

 

Pudas, S. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:936-948. 

 20-25 年継続的に神経心理学的検査を実施している約 65y の高齢者は記憶低下者と維持

者に分けられるが、前者では海馬の容量が低下し、記銘、想起時に PFC の活性が増加した。 

 

Hämmerer, D. et al. (2018) PNAS, 115:2228-2233. 

 65y-84y の高齢者の記憶（特に不快な記憶）の成績にノルアドレナリンに関係する青斑核



の構造的な integrity が関わることを MRI neuromelanin imaging で明らかにした。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

Mogg, K. & Bradley, B.P. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:225-240. 

 不安と恐れ関連の注意に関する総説。 

 

Dillon, D.G. & Pizzagalli, D.A. (2018) Trend. Neurosci., 41:137-149. 

 抑うつにおける記憶の変調、障害についての総説。 

 

Swartz, J.R. et al. (2018) Neuropsychol., 109:134-139. 

 扁桃核の活性が後のストレス、不安、抑うつへの耐性と関係することが知られているが、

大学生の参加者で母親（父親ではなく）の高卒以上の学歴が耐性を高めることが分かった。 

 

Savic, I. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:894-906. 

 仕事のストレスは右 PFC, 左 STG 皮質の厚さの減少、扁桃核容量の増加、尾状核容量の

増加を。治療で PFC と尾状核の異常は改善した。一般に女性の方が影響が大きい。 

 

Rabellino, D. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1367-1379. 

 PTSD とその subtype, PTSD+DS で分界条の床核の rsFC を検討。PTSD は報酬系と+DS

は前障、aIns, 尾状核との rsFC が増加。また、DMN との結合は自己関連処理に関係。 

 

O’Doherty, D.C.M. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1327-1338. 

 PTSD のスコアと右鉤状束、帯状束、脳梁体部、右上縦束の FA は負の相関、鉤状束と上

縦束の FA と、VBM による ACC の灰白質容量の間にも負の相関があった。 

 

 

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 

Zhao, W. et al. (2018) J. Neurosci., 38:1891-1900. 

 Stroop 様の身振りの課題中に左 IFG と pMTG に TMS を与え、gesture-speech 統合への

影響を検討した。負の影響があり、これらの領域が統合に関係することが分かった。 

 

Smith, V. & Carlsen, A.N. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:333-345. 

 Startling acoustic stimulus, SAS は RT を短縮させるが、閾下の運動野への TMS が SAS

に影響を持つか検討。通常の試行では RT を短縮させたが、SAS 試行では影響がなかった。 

 



Berkay, D. et al. (2018) Neuropsychol., 109:255-261. 

 Speed accuracy tradeoff, SAT では decision threshold の変更が重要。fMRI 研究は右

preSMA が閾値設定への関与を示したが、同領域への抑制と興奮の TMS はこれを支持した。 

 

Molero-Chamizo, A. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:167-175. 

 左 M1 への anode tDSC (1.5 mA, 15 min) の Go/No Go RT 課題への影響の持続を刺激

後 0, 30, 60 min で検討。0 min では全 block 中、30 min では最後の block で効果があった。 

 

Royal, I. et al. (2018) Neuropaychol., 109:63-74. 

 右 IFG, 聴覚皮質への cathode tDSC のピッチ deviant への影響を検討。Deviant による

ERP の p3 成分は deviant の程度が小さいと減少したが、大きいと効果がなかった。 

 

Vergallito. A. et al. (2018) Neuropaychol., 109:283-294. 

 Digit span backward, DSB と paced finger tapping, pFT 課題の難易度を参加者ごとに設

定し、左右 IFG, M1 に anode tDCS を。難しい課題で右半球への tDSC が妨害効果を。 

 

Branscheidt, M. et al. (2018) J. Neurophysiol., 119:621-630. 

 脳卒中の患者で行為とものに関する語彙決定課題時に左運動野への anode tDSC を与え

影響を検討した。行為関連の語、pseudoword のみで成績が向上した。 

 

Chang, E.F. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:411-420. 

 脳の手術の患者の左 IFG を電気刺激して、文の生成における統語の encoding への影響を

検討した。単語レベルでは影響がないが様々な文生成の統語の誤りがみられた。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Wang, Y. et al. (2018) PNAS, 115:1937-1942. 

 双生児で biological motion, BM の知覚の遺伝性と自閉症傾向との関係を検討した。BM

の知覚には local と global の側面があるが、local な側面が遺伝性、自閉症傾向と関係した。 

 

Gibbard, C.R. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1270-1282. 

 ASD の扁桃核の容量と扁桃核－皮質の結合を検討。ASD では扁桃核容量が大きく、右扁

桃核－右皮質の白質線維の拡散性が上昇し、それは ASD 症状と相関するなどの結果を得た。 

 

 

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



Williams, V.J. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:963-973. 

 約 11 歳の発達性の dyslexia の sMRI 計測では両側の後頭側頭、後頭頭頂の読み関連領域

の皮質が薄く、左後頭側頭皮質、右 SFG の gyrification が増加していた。 

 

Fridriksson, J. et al. (2018) Brain, 141:848-862. 

 失語症を背側（運動）、腹側（理解）系の枠組みで検討。概ねこの枠組みを支持する結果

を得たが、命名、反復、文法処理は両系が関与した。Network の視点が重要。 

 

Pillay, S.B. et al. (2018) J. Cognit. Neurosci., 30:514-525. 

 失語症患者の語の読みの成功時と失敗時の脳活性を fMRI で検討した。成功時には意味関

連の角回の活性が強く、失敗時には pIFG, SMA, ACC の活性が強かった。 

 

Singh, T. et al. (2018) Brain Lang., 177-178:1-6. 

 脳卒中後の失語患者で picture naming に成功した時と失敗した時の ERP を比較した。刺

激提示後 300-550ms の左側頭葉、左前頭葉の活動が成功に関係していた。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Arenas, R.M. et al. (2018) Brain Lang., 177-178:18-22. 

 成人の吃音者では松果体ののう胞の有病率が高いという報告。ただし、サンプルが少ない

ので、さらに研究が必要。吃音と松果体のう胞の関係を考察した。 

 

Feng, G. et al. (2018) PNAS, Jan 16, E1022-E1031. 

 3.5y までの蝸牛インプラント CI では効果に個人差が大きいが、聴覚障がい時に聴覚連合

野や認知領野が影響を受けないことが CI の効果と関係していた。 

 

Doucet, G.E. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:988-997. 

 BMI の増加は感覚運動、視覚 network と DMN, 中央実行 network の間のバランスを崩

し、外部刺激により駆動される行動が増加し、過食さらに肥満へ。 

 

Mikluskaya, E. & Martin, F. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:269-276. 

 大麻使用者では交通事故の確率が増すので、動きの刺激への注意を oddball 課題で ERP

も含めて検討。大麻使用者では N2 の潜時の増大、P3b の振幅の減少がみられた。 


