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Bannert, M.M. & Bartels, A. Human V4 activity patterns predict behavioral performance in 

imagery of object color. J. Neurosci., 38:3657-3668, 2018. 

 この論文は、野菜、果物をイメージ生成させ、その時に fMRI で記録した脳活動パターン

に MVPA を適用し、野菜、果物の色を decode できるかを 7 つの視覚領野 ROI で検討した。 

 

 

課題は上図にあ

るように知覚と

イメージ生成よ

りなる。知覚課

題では拡大する

色の輪の明るさ

の変化を検出し

たら反応する。

色は赤、黄、緑。 

イメージ生成課題では，上記 3 色、3 つ

の形状の野菜、果物の名前が提示され、

それをイメージする。課題には色に関す

る 1-back 判断が含まれており、同じ色

の野菜、果物が続く場合は反応する。 

 下図に decoding の結果がある。ROI

は V1, V2, V3, hV4, hV4 の前方の VO1, 

それと外側後頭 complex の 2 領域 LO1, 

LO2 である。知覚課題時の fMRI データ

で classifier を訓練し、同じ知覚課題に適

用した結果が下図 A（real-color to real- 

color）で、すべての ROI で有意な decode

ができた。下図 B はこの classifier をイ

メージ生成時の fMRI データに適用した

（real-color to imagery）もので、hV4 の

みで有意な decode ができた。hV4 と高

次の色処理の深い関係が示された。な

お、drift diffusion model については本文

を当たられたい。 



Folkerts, S. et al. Human episodic memory retrieval is accompanied by a neural contiguity effect. 

J. Neurosci., 38:4200-4211, 2018. 

 この論文はエピソード記憶の想起時にみられる内側側頭葉の神経細胞の活動の recency, 

contiguity 効果を明らかにした。課題は上図にある。記銘時には動物、人など 5 つのカテゴ

リ、各 25 刺激が提示され、カテゴリの判断を行う。最大 30 分後の再認テストでは記銘時 

 

 

の定義がそれぞれ下図 a, b の上にある。両効果はエピソード記憶の特徴で、mental time 

travel の証拠。刺激提示後 2 s の神経活動を記録し、ｚ変換した。最初の 20 刺激は分析せ

ず、記銘とテスト間に最大 30 分の間隔があったので、行動的な系列位置効果はなかった。 

 下図 a, b の下はそれぞれ神経活動が示す recency, contiguity 効果である。下図 a では最後

の刺激から遡るに従い、活動の類似度が減少し、recency 効果がみられる。下図 b の縦軸は

memory advantage で確信度が高い刺激と低い刺激の類似性の差で、Lag が 0 から離れてい

くに従い、高い確信度とそうでない刺激間で差がなくなっている。主要な結果のみ紹介。 

の刺激 50、新しい刺激 50

を提示し、old/new 判断を

行う。その際、確信度を 6 

     段階で評定す 

る。テンカン 

患者からの神 

経 細 胞 の 記 録

については本文を参照の

こと。Recency, contiguity 



Spalding, K.N. et al. Ventromedial prefrontal cortex is necessary for normal associative 

inference and memory integration. J. Neurosci., 38:3767-3775, 2018. 

 この論文は腹内側前頭前野 vmPFC が associative inference (AB, BC → AC)に必要であ

ることを示した損傷研究。先月紹介した 2 つの論文と類似のテーマである。手続きが上図

にある。先ず、45 の AB の対を学習し（Study）、その後テストに移行する（Test）。テスト

では A 刺激が提示され、B 刺激を含む 3 つの選択肢から B を選ぶことが正解。次に、各 45

対の BC, XY を学習し、AB 対と同じ手続きのテストとなる。図でテストの 3 選択肢の緑の

視覚で囲まれた刺激が正刺激で、正反応のフィードバックとしてこの四角が提示される。誤

反応には X が提示される。以上のテストは 2 回ある。その後に associative inference の説明

があり、そのテストになる。A 刺激が提示され、選択肢には C 刺激を含む 3 値の刺激が提

示される。正解は C 刺激を選択すること。続いて、AB 対の再テストがある（図では BC の

対が表示されている。説明の文字は AB Pairs で、図と異なっている。理由は不明である）。

この 2 つのテストには、フィードバックはない。 

 

 

 

test では vmPFC で成績の低下が著しく、健常者との間に有意な差がみられた。AB Re-test

では、健常者では学習の効果が残っているが、vmPFC では AB1 のレベルに戻っている。こ

のように、vmPFC は既にある知識を新しい事態に適用する際に重要な働きをする。 

 結果が下図である。色の濃

いバーが vmPFC 損傷，薄い

バーが健常者の結果である。

最初の３つの学習、テストで

は、フィードバックがあり、

テストが 2 回行われている。

vmPFC, 健常者の間には成

績に差はない。また、2 回目

は学習が進行し、成績が向上

している。一方、フィードバ

ックがない associative infer-

ence, AC テストと AB の Re- 



Kaboodvand, N. et al. The retrosplenial cortex: A memory gateway between the cortical default 

mode network and the medial temporal lobe. Hum. Brain Mapp., 39:2020-2034, 2018. 

 この論文はエピソード記憶 EM について、皮質の default mode network, DMN, 脳梁膨大

後部皮質 RSC, 内側側頭葉 MTL の関係、特に RSC が皮質 DMN と MTL の仲介の役目を

していることを示した。EM のテストと、安静時の機能的、構造的 MRI で脳計測を行った。

独立成分分析を利用したこれら 3 つの領域とノードが示されている（上図）。皮質 DMN は

後部帯状皮質, 右楔前部等を中心とした pDMN, 楔前部、内側前頭皮質等を中心とした

paDMN, 前部帯状皮質, 左内側前頭皮質等を中心とした aDMN がある。MTL は前部、後

部の海馬である。 

 

 MTL と RSC, 皮質 DMN 間の機能結合は MTL―RSC が多く、MTL－皮質 DMN は少な

かった。下図が EM、MTL と他領域との機能結合の関係である。ノードに基づく MTL-RSC

の安静時機能結合が EM の結果と正の相関を示した（下図左）。下図右は EM の成績を中央

値で分け、高得点者と低得点者の機能結合の差の分布を示したもので、MTL-RSC の機能結 

 

合のみが高低得点者で異なっていた。MTL と 3 つの皮質 DMN の機能結合は差がなかっ



た。 

 

 上図左は RSC の mediation 効果（下で述べる）と EM の関係で、mediation が強いほど、

EM の成績がよい。水色は MTL→皮質 DMN の結合、紫は皮質 DMN→MTL の結合の結

果。上図右は EM の成績を中央値で分け、高成績者と低成績者での RSC の mediation 効果

の差の分布を示す。水色の MTL→皮質 DMN の結合の方が、RSC の mediation の EM への

効果が大きい。 

 

X: predictor variable 

Y: outcome variable 

M: mediator variable, ab 

a: association of X with M 

b: relationship of M to Y 

c: total effect 

c’: direct effect 

c = c’ + ab 

 下図は RSC の mediation に関する分析である。残念なが

らよく理解できていない。下図左がモデルで、その説明が左

にある。下図中央、右が RSC を mediator としたときの図で

ある。中央は MTL→皮質 DMN の機能結合、右は皮質 DMN

→MTL の結合の場合である。RSC の mediation, ab、total 

effect, c は MTL→皮質 DMN の方が大きい。それは上図右

にも表れている。 



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 

 



認知機能一般 

Mathieu, R. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1673-1684. 

 数字は空間表象と関係するが、数字なしの数学のサイン＋だけでも右 pSPL, 右 FEF など

空間的注意の方向関連の領域を活性化した。直前に加算をすると活性が強まった。 

 

 

訓練と自己統制 

Li, Q. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2098-2110. 

 ピアノの訓練による感覚運動 SM と聴覚-運動 AM network の構造的（DTI）、機能的（fMRI

による rsFC）の変化を検討。SM では FC が増加、AM では構造、機能結合の両方が増加。 

 

Nelwan, M. et al. (2018) Neuropsychol., 113:140-149. 

 9-12 y の注意と算数に問題のある学童で視覚的 WM の訓練を行ったが、coaching を加え

ると WM の成績、訓練を受けていた算数の成績にもプラスの効果があった。 

 

de Lange, A.-M. G, et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1857-1865. 

 高齢者に 40 週の間に 2 回の認知（記憶）訓練を行い、白質の FA など微細構造の変化を

検討。40 週の間に微細構造の低下がみられたが、訓練はそれを緩和した。 

 

Mokhtari, F. et al. (2018) Neuroimage, 173:421-433. 

 65-79 y の 2 年間の lifestyle weight loss 訓練に参加した人で、訓練結果の予測を fMRI の

network で行い高い予測率を得た。Network は自己制御、body awareness、食物などの領域。 

 

Mahone, M.C. et al. (2018) Brain Cognit., 123:30-33. 

 平均 34 年間 Transcendental Meditation の訓練をしている人の脳活動を fMRI で計測。注

意や実行機能関連の ACC, dlPFC の活性が高まり、arousal 関連の橋、小脳の活性が低下。 

 

 

意思決定、報酬 

Qi, Y. et al. (2018) Neuropsychol., 112:135-144. 

 嫌いな人 A, 好きな人 B, 自分 S で gamble をする場面。proself/prosocial の群あり。ERP 

(FRN, P300) を計測したが、proself/prosocial, 誰が gain/loss するかで振幅が異なった。 

 

Moll, J. et al. (2018) Brain, 141:1558-1569. 

 利他行動の損傷研究。両側 dmPFC 損傷は利他的罰を増加、左側頭－島皮質損傷などは減

少。両側 dmPCx 損傷は利他的寄付を増加、右 pSTS, MTG 損傷は減少。罰と寄付は独立。 



 

Wischnewski, M. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:249-262. 

 主観的な有効性が異なる助言が意思決定に与える効果を ERP (P3a, P3b, feedback-related 

negativity, FRN)で検討。P3a は助言の影響があったが、P3b, FRN はない。tDCS も。 

 

 

社会認知神経科学 

Chen, P. & Hong, W. (2018) Neuron, 98:16-30. 

 社会行動の神経メカニズムの総説。動物研究が主。 

 

Han, S. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:401-421. 

 Empathy における人種の ingroup bias の認知神経メカニズムの総説。 

 

Zerubavel, N. et al. (2018) PNAS, 115:4375-4380. 

 新しくできたグループのメンバー内でお互いに好きになる組み合わせができるが、初め

に fMRI で記録したお互いの顔への vmPFC, vSTR の反応で予測できるなどの結果。 

 

Balconi, M. et al. (2018) Brain Cognit., 123:65-73. 

 二人の共同作業に対する社会的に負の feedback の行動、脳活動へ与える影響を fNIRS で

検討。Feedback は課題に負の影響を与え、両者間の脳活動の結合性が減少、個人内は増加。 

 

Tashjian, S. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:342-352. 

 若者に他者が行う prosocial な行動をみせ fMRI で脳活性を計測した。TPJ の活性の個人

差がその後の charitable giving に関係していた。 

 

Jabr, M.M. et al. (2018) Neuropsychol., 112:50-57. 

 暴力的なゲームと攻撃性の関係を選択的注意や感度低下関連の ERP (N1, P3) で検討。

プレイする者は N1 がより負になり、P3 が小さく、それが攻撃性と関係していた。 

 

Butler, O. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2088-2097. 

 若者が地域の暴力に身をさらす傾向は IQ と左 IFG, ACC の灰白質の容量と負の相関があ

った。これらの領域は PTSD で減少。 

 

Marshall, N.A. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1982-1994. 

 家庭と地域レベルの社会経済的不利益と vSTR の rsFC を検討。地域レベルでは vSTR-

avmPFC の結合が減少し、それは主観的な不安と関係。家庭とは異なる rsFC がみられた。 



 

Walbrin, J. et al. (2018) Neuropsychol., 112:31-39. 

 fMRI 計測で、右 pSTS は point light による社会的交渉に強く反応し、MVPA（decoding）

では社会的交渉の有無、交渉内容の違い（競争的/協力的）をも区別できた。 

 

 

発達・加齢、母子関係 

Ellis, C.T. & Turk-Browne, N.B. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:375-387. 

 認知神経科学のモデルとしての fMRI による子供の脳の発達研究の opinion 論文。 

 

Long, X. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2258-2268. 

 胎児期にアルコールの影響を受けた児童、若者の感覚運動 SM 領域の rsFC を検討。彼ら

は SM 領域と DMN の結合が減少、SM 領域と salience network との結合が増加。 

 

 

情動、不安、性格、個人差 

LeDoux, J. & Daw, N.D. (2018) Nat. Rev. Neurosci., 19:269-282. 

 脅威に対する防御反応の神経メカニズムの総説。動物研究が主。 

 

Takagi, Y. et al. (2018) Neuroimage, 172:506-516. 

 不安を state, trait の面から検討。State は OCD の不安を惹起する課題中の fMRI、trait は

安静時 fMRI と不安検査で検討。両者に共通する network があり、それは OCD を検出。 

 

Feng, P. et al. (2018) Neuroimage, 172:461-469. 

 24 h の睡眠剥奪後の恐怖の学習では、恐れの評定と SCR が増大。記憶固定時には vmPFC

の活性低下、扁桃核の活性上昇がみられた。扁桃核の活性は評定、SCR と相関。 

 

Jung, W.H. et al. (2018) Neuron, 98:394-404. 

 リスクに対する耐性と扁桃核の関係を fMRI, sMRI, DTI で検討。高リスク耐性は扁桃核

の灰白質容量が多く、node strength と扁桃核－mPFC の rsFC が強いなどの結果。 

 

Itaguchi, Y. et al. (2018) Neuropsychol., 113:43-51. 

 統合失調症傾向と自/他による unloading task（手の平の重りを持ち上げる）の関係を検

討。傾向の強いものは他者が持ち上げた時の方が手の disturbance が大きかった。 

 

Mattar, M.G. et al. (2018) Neuroimage, 172:107-117. 



 運動熟練の学習の個人差は fMRI による視覚－運動間の rsFC と関係。この rsFC が強い

ほど学習が遅い。 

 

 

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 

Klaus, J. & Schutter, D.J.L.G. Brain Cognit., 123:10-22. 

 言語の生成にたいする TMS, tDCS など非侵襲的刺激研究のメタ分析。 

 

Aomura, S. et al. (2018) Neuroimage, 172:85-93. 

 運動野に腫瘍のある患者で、手術時の直接的な電気刺激も併用して、TMS による mapping

の localization の方法の提案を行った。 

 

Reader, A.T. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:918-928. 

 MNS の一部である左角回、縁上回への反復 TMS が模倣に与える影響を検討。両領域へ

の TMS は指のジェスチュアの意味性に関係なく、模倣の速度を低下させた。 

 

Bassolino, M. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:790-799. 

 非随意的に M1 に与えられた TMS による運動に合わせて virtual hand が動くのを観察す

ると、rubber hand illusion と同じような embodiment の現象が起こった。 

 

Foerster, A. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:779-789. 

 右足の運動学習に左 M1 への anode tDCS が促進的だったが、それは TMS により決定さ

れた小さな電極、TMS への高い sensitivity がその条件となった。 

 

Cabibel, V. et al. (2018) J. Neurophysiol., 119:1266-1272. 

 一方の手の筋の収縮が他方の手の TMS への MEP を高める cross facilitation, CF で、右

M1 への tDCS は左 M1 の興奮性を 50%の随意的等尺性収縮時よりもさらに高めた。 

 

Koo, P.C. et al. (2018) Europ. J. Neurosci., 47:812-823. 

 Non-REM 睡眠時の slow oscillatory tDCS が記憶の固定に与える効果については結果が一

定しない。これには記憶能力に関する個人差が関係。高いと効果あり。Slow spindle も増加。 

 

Hughes, G. (2018) Neuropsychol., 113:1-5. 

 左右の TPJ に anodal tDCS を与え、explicit と implicit な行為の主体性への影響をみた。

Explicit では右 TPJ で主体性の評定が減少、implicit (行為と結果の binding)は影響なし。 

 



Wilson, T.W. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28: 1597-1609. 

 視覚野に anodal tDCS を与えた後に、γ-とα-oscillation を引き起こす視覚刺激を提示し、

tDCS の影響を MEG で検討。後頭皮質の両 oscillation は増加するなどの結果を得た。 

 

Schroerder, P.A. et al. (2018) Cognit. Affect. Behav. Neurosci., 18:263-272. 

 Implicit Association Test による implicit な連合に対する左 PFC への抑制的 cathodal tDCS

の影響を検討。Implicit な連合の低下がみられた。 

 

Panico, F. et al. (2018) Neuropsychol., 112:58-65. 

 Prism adaptation では strategic calibration, SC と spatial alignment, SA がエラーを減少さ

せるが、多段階の順応で SC を除き、小脳へ cathode tDCS を与えると、SA が亢進した。 

 

Brosnan, M.B. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1749-1759. 

 認知的に豊富な環境の高齢者は認知機能の低下が少ない（Cognitive reserve, CR）。CR に

は右 FPC が関係し、右 PFC の tDCS は認知機能の指標の視覚処理スピードを改善した。 

 

Chai, Y. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2111-2120. 

 4-, 8-Hz の flicker に対する 4-, 8-, 16-, 32Hz の tACS の効果を fMRI で検討。tACS の周波

数が flicker の周波数とその第 2 倍音に一致するときに、その影響がみられた。 

 

Prete, G. ett al. (2018) Brain Cognit., 123:81-88. 

 dichotic 右耳優位効果に対する聴覚皮質への高頻度 transcranial random noise stimulation, 

tRNS の影響を検討。両側の tRNS で右耳優位効果が亢進した。 

 

 

自閉症スぺクトラム障がい ASD 

Shultz, S. et al. (2018) Trend. Cognit. Sci., 22:452-469. 

 ASD を念頭に置いた乳幼児の社会行動の発達的変化の総説。 

 

Hudac, C.M. et al. (2018) Brain Cognit., 123:110-119. 

 聴覚的な oddball 課題で ASD の音の処理を脳波で検討。ASD では新しい音に対する P3a

の振幅が大きく、deviant に対する N1 や新しい音への P3a の慣れが遅かった。 

 

Cauda, F. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:1898-1928. 

 統合失調症、ASD, OCD の morphometric co-atrophy network のメタ分析。 

 



Avino, T.A. et al. (2018) PNAS, 115:3710-3715. 

 健常と ASD の死者の扁桃核のニューロン数の発達的変化を検討。健常者では子供から成

人になるにつれ基底核などでニューロンが増えるが、ASD ではそれがなく減少した。 

 

 

注意欠陥多動障がい ADHD 

Sethi, A. et al. (2018) Brain, 1412:1545-1557. 

 ADHD は新奇刺激に反応し、強化学習課題で成績が低下。stimulant (methylphenidate) 

の投与で新奇刺激への反応、課題の成績が改善。黒質/VTA の新奇刺激への反応も低下。 

 

 

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

Yu, X. et al. (2018) Hum. Brain Mapp., 39:2047-2063. 

 読字前から完成までの音韻の発達を fMRI で検討。音韻課題で左 IPC が活性。IPC と左

IFG, 後部後頭側頭皮質、右角回の network の発達が読字の発達に関連。読字発達の予測も。 

 

Cui, Z. et al. (2018) Cereb. Cortex, 28:1656-1672. 

 読みの理解には読みの decoding と言語的な理解の 2 要素がある。読みの領域、小脳、皮

質下の灰白質容量の個人差からこれら 2 要素の能力の予測が可能だった。性差もあった。 

 

 

感覚運動障がい、その他 

Klargaard, S.K. et al. (2018) Neuropsychol., 113:52-60. 

 発達性の相貌失認者 DP で顔と車の倒立効果を記憶と知覚課題で検討。知覚課題では健

常者ほど倒立顔の影響を受けない。DP は正立、倒立両顔で健常よりも成績が悪い。 


