
Neural Communications キーワード集 
 
Sensitive Period【敏感期・鋭敏期・感受期】 
A limited time during development when the effect of experience on brain function is 
particularly strong（脳機能への経験の影響が特に強い、発生過程のある限られた時期） 
 
Critical Period 【臨界期】 
A strict time window when experience provides information that is essential for normal 
development and alters performance permanently（経験が、（脳の）正常な発生にとって必須
な情報を与え、（脳の）性能・能力を永久に変える厳密な期間） 
 
Amblyopia 【医学（的）弱視】 
Poor vision through an eye that is otherwise physically healthy due to little or no transmission 
of the visual image to the brain, which is hard-wired during a developmental critical period and 
affecting 2-5% of the population（物理的には健康な目を通した弱視で、視覚像の脳への伝達
が僅かであるか全く無いことによるもの。集団の２～５％が医学弱視） 
 
Ocular dominance 【眼優位性】 
Relative anatomical or physiological strength of connections from either eye upon individual 
cells in the primary visual cortex（一方の目から一次視覚野内細胞への解剖学的・生理学的相
対結合強度。１次視覚野神経細胞の特性のひとつ。１次視覚野の神経細胞はそれぞれ左右の

目からの入力の割合（優位性）が異なる。大脳の可塑性が高い時期（臨界期）に単眼遮蔽を

するとこの優位性が変化する） 
 
Thalamocortical afferent  
Axons from the thalamus (e.g. dLGN) that relay sensory input from the periphery (e.g. retina) 
to layer 4 of neocortex（網膜などの末梢から新皮質第 4層へ感覚入力を中継する、視床、例
えば背側外側膝状核（dorsal lateral geniculate nucleus）からの軸策） 
 
GABA 【γ-アミノ酪酸】 
The primary inhibitory neurotransmitter in the brain, γ-amino-butyric acid which is synthesized 
from glutamate by glutamic acid decarboxylase (GAD65 or 67) enzymes（脳内抑制性神経伝
達物質。グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD65/67)酵素によってグルタミン酸から合成さ
れる） 
 
Benzodiazepine 【ベンゾジアゼピン】 
Modulators of chloride flux through GABAA receptors containing the γ2 and any of α1, 2, 3 or 5 
subunits. Agonists enhance and inverse agonists decrease GABA efficacy（γ2およびα1、α2、
α3、α5のいずれかのサブユニットを含む GABAA受容体を通した塩化物の流れを調節する物

質。作動剤（不要な反応を引き起こす偽物質。しばしば英語のままアゴニストという）は GABA
の効き目を上げ、逆作動剤（逆アゴニスト）は下げる） 
 
Strabismus 【斜視】 
Deviation of the two eyes due to a weakening of extraocular musculature resulting in either an 
inward (esotropic) or outward (exotropic) rotation of one orbit and consequent amblyopia（眼
球外筋肉組織の衰弱による両眼の斜位。１つの眼球軌道が内側あるいは外側へ回転し、また、

その結果として弱視となる） 
 
Monocular deprivation (MD) 【単眼遮蔽】 
Imbalanced visual input due to the occlusion of one eye by patching, eyelid suture or 



intraocular TTX injection（眼帯、あるいは、瞼の縫合、テトロドトキシンの眼内注射によっ
て片目を閉塞し、両眼へ不均等な視覚入力を与えること） 
 
Tetrodotoxin (TTX) 【テトロドトキシン】 
A voltage-dependent sodium channel blocker used to silence all neural activity except 
spontaneous neurotransmitter release（自発的神経伝達物質の放出を除く全ての神経活動を
抑制するために使用する電位依存性ナトリウムチャネル遮断薬剤。フグ毒） 
 
Immediate early gene (zif268, c-fos)  
Transcription factors that are induced within minutes of intense neuronal activity（強い神経活
動の数分以内に誘導される転写因子） 
 
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 【脳由来神経栄養因子】 
Pleiotropic neurotrophin that promotes growth through the TrkB tyrosine kinase receptor. 
Produced by proteolytic cleavage (e.g. by tPA-plasmin) of a pro-form that preferentially binds 
the non-specific p75 receptor leading to cell death（TrkBチロシンキナーゼ受容体を通して成
長を促進する多面発現性神経栄養因子。細胞死を誘導する非特異的（低親和性）p75 受容体
を優先的に結合する前駆体がタンパク質分解切断されることによって作られる） 
 
Parvalbumin 【パルブアルブミン】 
One of three calcium-binding proteins together with calretinin and calbindin that mark most 
GABAergic neurons in the neocortex in largely non-overlapping groups（大脳新皮質内の多く
のGABA作動性神経は、３つのカルシウム結合タンパク質の選択的発現によって分類できる。
そのカルシウム結合タンパク質の一つがパルブアルブミンで、他はカルレチニンとカルビン

ジンである。パルブアルブミンは PVと略す場合がある） 
 
Cholecystokinin (CCK) 【コレシストキニン】 
Neuropeptide that is found in non-fast-spiking large basket cells contacting the soma of target 
pyramidal cells at synapses enriched in GABAA receptor α2 subunits（GABAA受容体α2サブ
ユニットに富むシナプスでターゲット錐体細胞（興奮性細胞）の細胞体に接している非 FS
大籠細胞に見出される神経ペプチド） 
 
Fast-spiking (FS) 
Ability of PV-positive cells to fire non-adapting action potentials at rates of up to several 
hundred Hz due in part to unique potassium conductances (Kv3 class)（Kv3クラス電位依存
カリウムチャネルに固有なカリウムコンダクタンスなどのために、パルブアルブミン陽性細

胞が非適応的活動電位を数百ヘルツで発火できること） 
 
Chandelier cell 【シャンデリア細胞】 
Stereotypical GABA cell of the cerebral cortex that ensheathes the axon initial segment of up 
to 200 pyramidal cells with ‘cartridge’ synapses to directly control action potential generation
（活動電位の発生を直接制御する「カートリッジ」シナプスで 200個までの錐体細胞の軸作
起始部をおおう大脳皮質の定型的 GABA細胞。抑制性） 
 
Large basket cell 【（大）籠細胞】 
Class of GABA cell with long, horizontally-extending axon that makes potent inhibitory 
contacts upon the soma-proximal dendrite of target pyramidal cells（ターゲット錐体細胞の細
胞体近位の樹状突起上へ強い抑制性の接触を形成する、長く、水平に伸びた軸索を備えた

GABA細胞のクラス。抑制性） 
 



Perineuronal net 
Conglomeration of chondroitin sulfate proteoglycans, ECM and cell-adhesion molecules that 
condenses around particular large-basket cells with age（年齢とともに特定の大籠細胞のまわ
りに凝縮する、コンドロイチン硫酸プロテオグリカン、細胞外マトリクス、細胞接着分子か

らなる塊状集積） 
 
Tissue-type plasminogen activator (tPA) 【組織型プラスミノーゲン活性化因子】 
The major serine protease in the brain, well-known as an anti-clotting agent by cleaving fibrin 
in the blood（脳中の主要セリンプロテアーゼ。血液中のフィブリンを切断することによる抗
凝固剤としてよく知られる。フィブリンに結合、血栓上で活性化される） 
 
Plasmin 【プラスミン】 
Active form of plasminogen, the primary target of tPA action, and itself a protease that is 
known to cleave ECM molecules (e.g. laminin, phosphacan)（tPAの一次ターゲットであるプ
ラスミノーゲンの活性形。プラスミン自体も、ラミニンやフォスファカンなどの細胞外マト

リクス分子を切断するプロテアーゼとして知られる） 
 
Long-term potentiation (LTP) 【長期増強】 
Persistent strengthening of synaptic transmission in response to strong, correlated input（相
関する強い入力に応じたシナプス伝達の持続的強化） 
 
Long-term depression (LTD) 【長期抑圧】 
Persistent reduction of synaptic transmission in response to weak, poorly correlated input（あ
まり相関しない弱い入力に応じたシナプス伝達の持続的低下） 
 
Spike-timing dependent plasticity 【スパイクタイミング依存（シナプス）可塑性】 
Varying windows for LTP or LTD of synaptic transmission based on the physiological arrival 
time of incoming action potentials with respect to back-propagated spikes in the target 
dendrite（シナプス伝達の長期増強／長期抑制のためのタイミング幅が、ターゲット樹状突起
における逆伝搬スパイクに関する活動電位の生理学的到達時間によって変わること。STDP） 

 



 

 
2図とも http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2004/040312/より引用。 
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    東京大学医学系研究科統合生理学 中原 潔 
 
Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): 【機能的核磁気共鳴画像法】 
核磁気共鳴画像法を応用した、様々な認知機能に伴う局所的な脳活動を非侵襲的に画像化で

きる方法である。 
 
Blood Oxygenation Level-Dependent Signal (BOLD signal): 【BOLD信号】 
脳皮質において局所的な神経活動が生じると、その部分での酸素消費が増大するので、局所

血流によって酸化ヘモグロビンが過剰に供給されると考えられる。その結果、還元型ヘモグ

ロビンの割合が相対的に減少する。還元型ヘモグロビンは局所磁場を乱すように働くので、

還元型ヘモグロビンの割合の減少した部位の MRI信号は増大することになる。この MRI信号
の増加分を BOLD 信号とよび、局所神経活動と相関を示すと考えられる。通常の fMRI では
この BOLD信号を画像化する。 
 
Prefrontal Cortex: 【前頭前野】 
大脳皮質は大きく前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉の４つの部分に分けられる。前頭前野と

は、前頭葉のさらに最前部に位置する脳領野のことをいう。霊長類で特に発達しており、特

に高次な認知機能を担うとされている。 
 
Saccadic eye movement, Saccade: 【衝動性眼球運動】 
われわれは日常、意識的にまたは無意識的に、絶え間なく視線を移している。この衝動性眼

球運動と呼ばれる眼球運動は、視野周辺に現れた視覚対象を注視するために行なわれる素早

い眼球運動である。 
 
Cognitive set: 【認知的な構え】 
認知的な構えとは、ある特定の状況に対しての準備状態や、認知や反応の仕方に方向性を持

つことを意味する。健常人は周囲の状況の変化に応じて認知的な構えを変化させ、状況に適

応した行動を示すが、前頭前野に損傷を受けた患者では、認知的な構えの変化に困難をきた

す場合がある。 
 


