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１．はじめに
　我々が生活している地上１G 環境においては、立位に
なると身体の長軸方向に重力がかかる。このとき循環系
においては静水圧が頭部方向で小さく、足方向に下るに
したがって大きくなる［1］。この高まった静水圧によっ
て血管壁が菲薄な静脈は下半身において拡張し、血液が
貯留する。仰臥位から立位に姿勢を転じると、この身体
下方への血液移動、貯留によって静脈還流量は減少し、
それと同量である心拍出量は約 20％減少する ［2］。こ
のとき適切な調節系が機能しなければ平均血圧は低下し
てしまうと考えられるが、健常者においては変化しない
ことが多い。平均血圧は心拍出量と総末梢血管抵抗の積
で表わされることから、総末梢血管抵抗が上昇し、心拍
出量の低下を代償していると考えられる。この短時間で
の血圧調節には従来、圧受容器反射が重要であるとされ

てきた（図１）。しかし圧受容器反射はネガティブフィー
ドバック機構であるため、上昇・低下に関わらず変化し
た血圧を復元させる機構であり、起立時血圧のように全
く変化なしに維持するという機構ではない。

２．起立時血圧調節と内耳前庭系
　上述のように健常者では起立時に大きく血圧が変化す
ることは少ない。しかし、血圧をモニターしつつ調節し
ていたのでは間に合わないことから、圧受容器反射以外
の調節系が関与している可能性が考えられる。人体にお
いて仰臥位から座位・立位へと変化する姿勢を感知して
いるのは内耳前庭系であることから、これが血圧調節系
にも影響していることが考えられる。この内耳前庭系の
姿勢変化時の血圧調節への関与を調べるため我々は前庭
電気刺激法を用いた。耳介後部、側頭骨の乳様突起上の
皮膚に電極を貼付し、ここにスパイク波もしく正弦波に
よる電気刺激を周波数１〜５Hz 程度、強度 1.5 〜２mA
で与える。電気的にはごく微弱であるため適切に電極が
貼付されていればまったく痛みは感じないが、前庭神経
にはかなり強い刺激となり被検者は頭部を固定していて
も人工的に「めまい」を誘発される。この刺激を与えて
いると姿勢変化に伴う外部からの入力は撹乱されてしま
い、正確に姿勢変化を感知できなくなる。この状態で起
立させると、一時的に血圧が低下する。姿勢変化後 10
〜 15 秒の間（図２　陰影部分）に最も低下し、20 秒を
超えるとほぼ仰臥位での血圧にもどることが多い。これ
らの結果から起立開始後約 20 秒間の血圧維持には内耳
前庭系、特に耳石器が重要な役割を果たしていると考え
られる。特に 10 〜 15 秒間の平均血圧変化は前庭機能、
中でも耳石器機能をよく反映していることを我々は示し
てきた　［3-5］　（図２）。つまり健常者においては直線
加速度の感知機構である耳石器が身体にかかる重力方向
の変化を感知し、反射的に交感神経活動を増加させ血管
抵抗を高めることによって血圧が維持できるものと考え
られる。この反射系は血圧をモニターしながら調節して
いるわけではないため至適血圧に対して誤差が生じる。
この誤差を圧受容器反射で修正することによって血圧が
その後も維持できていると考えられる。しかし、下半身
への持続的な血液移動による脳血流の低下、圧受容器反
射機能の低下によって血圧を維持することが困難である
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図１ 重力と圧受容器反射および内耳前庭系－循環応答のブ
ロック線図

 圧受容器は現在の動脈血圧と目的とする動脈血圧（設
定値）との差分（－）を感知し、中枢神経系に伝える。
中枢神経系は短時間の応答では自律神経系を介して心
臓・血管といった効果器を介して動脈血圧を設定値に
近づけようとする。この調節系に重力とその感知機構
である内耳前庭系が深く関与していると考えられる。



－ 32 －

と、起立性低血圧を引き起こす。したがって起立性低血
圧について考慮するにあたっては起立直後の内耳前庭系
機能低下に起因する低血圧か、その後の圧受容器反射機
能低下に起因する低血圧かは区別する必要がある。一般
には数分間隔で血圧を計測している研究が多いため圧受
容器反射による調節系を主題にしている［6］。

３．高齢者における前庭－血圧反射系
　高齢者においてはこの耳石器を介した調節系が減弱化
すると考えられる［3］。一般に耳石器機能の評価に用い
られる重心動揺検査では、高齢者の単位時間あたりの重
心動揺が若年者に比較して大きくなる［7］。しかし重心
動揺検査では、足底からの表在感覚、筋紡錘・腱紡錘な
ど深部感覚からの入力、さらには姿勢を維持するための
筋力が結果に影響を与えるため、単純に耳石器機能とし
て若年者と比較するには注意を要する［8］。頭頚部の急
速な屈曲を行うと、身体の姿勢を変化させないため、そ
れらの入力や血液移動などを引き起こすことなく耳石器
への入力を変化させることができる。この手技によって
健康成人では筋交感神経活動が増加するが高齢者におい
てはこの反応が小さくなる［9］。これも耳石器の感受性
を直接評価しているわけではないが前庭 - 交感神経反射
系全体としての機能は加齢によって減弱すると考えられ
る。
　この反射機能の低下によって高齢者においては起立直
後の血圧が低下するものと考えられる。上述のように
健康成人を仰臥位から 60°頭高位に姿勢変化させると、
個々の耳石機能の違いによって個体差はあるものの平
均血圧の低下は起立開始から 15 秒で平均５mmHg 程度

にとどまる。その後圧受容器反射がこの変化を修正し仰
臥位時と同様な平均血圧に復する。一方、高齢者におい
ては起立直後から平均血圧は低下し始め、起立開始から
15 秒で平均 20mmHg 低下する。高齢者では圧受容器反
射機能も減弱していると考えられることから、この低下
から回復を認めない。前庭機能は元来低下しているわけ
であるから、前庭系へ電気刺激を与えても与えなくても
血圧応答は同じである［3］。ここで、もし内耳前庭系を
介した反射だけでも良好に機能すれば起立直後の低下が
小さくなる。圧受容器反射機能が低下していても大きな
血圧低下を引き起こさず転倒、死亡するケースが減少す
ることが期待される［10］。
　上記の内耳前庭系への電気刺激を行う実験では姿勢変
化時の入力を撹乱させることによって内耳前庭系機能の
関わりを明らかにする目的であった。一方で、ある入力
の検出力が適度な強度のノイズ存在下では、ノイズが存
在しない状態よりも向上するという「確率共振」という
現象が循環調節系にも存在するといわれる［11］。そこ
で、この考え方に基づいて内耳前庭系にごく微弱な電気
刺激を行ったところ、若年者においては起立時の血圧調
節機能がより高くなることを報告した［4］。上述のよう
な電気刺激方法において、徐々に電気刺激の振幅を０か
ら徐々に上げていくと多くの場合被検者は 0.3 〜 0.5mA
程度で何か刺激が入っていることを感じる。この強度で
は全くめまいを引き起こさず、皮膚に軽い異物接触のよ
うな感覚がある程度である。これを「体感閾値」として
それよりも 0.1mA 小さい強度で電気刺激を与える。体
感閾値よりも刺激が小さいわけであるから、被検者は刺
激されていることを認識しない。この非常に微弱な強度

図２ 強い前庭系電気刺激時の若年者における起立時血圧変化上から順に - 内耳
前庭系電気刺激を行わず、仰臥位（０°）から立位（60°）に姿勢変化さ
せたときの血圧 - 前庭系電気刺激（０mA） - 強い前庭系電気刺激を行い
つつ仰臥位から立位に姿勢変化させたときの血圧 - 前庭系電気刺激　（２
mA）- 身体の角度。陰影部分：起立開始後 10 〜 15 秒
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の内耳電気刺激を行いつつ起立させると起立直後の血圧
低下が抑制される、あるいは起立時に血圧がより上昇す
ることを見出した（図３）。重心動揺検査においてはこ
の方法で高齢者においても重心動揺が改善される［12］。
そこで、この方法が高齢者の起立性低血圧予防にも応用
できるのではないかと考え、同様の実験を行った。現在
ごく少数の試行であるため定かではないが、微弱な電気
刺激を行っても無刺激時と変わらず起立直後から血圧は
低下し、そのまま回復を認めなかった（図４）。つまり

前庭系の感知機能が非常に低下しているか、感知機構の
みならず反射系全体としての機能が低下しているときに
は微弱な前庭系電気刺激は有用ではなく、またこの反射
系は運動調節系に比較してより加齢の影響が強いのでは
ないかと考えられる。

４．今後の展望
　高齢者に対する微弱な前庭電気刺激については今後さ
らに症例を加えることでその応答性の個人差の有無、刺

図３ 微弱な前庭系電気刺激時の若年者における起立時血圧変化上から順に - 内
耳前庭系電気刺激を行わず、仰臥位（０°）から立位（60°）に姿勢変化
させたときの血圧 - 前庭系電気刺激（０mA）- 微弱な前庭系電気刺激を行
いつつ仰臥位から立位に姿勢変化させたときの血圧 - 前庭系電気刺激（0.4
　mA）- 身体の角度。陰影部分：起立開始後 10 〜 15 秒

図 4 微弱な電気刺激時の高齢者における起立時血圧変化上から順に - 内耳前庭
系電気刺激を行わず、仰臥位（０°）から立位（60°）に姿勢変化させた
ときの血圧 - 前庭系電気刺激（０mA）- 微弱な前庭系電気刺激を行いつ
つ仰臥位から立位に姿勢変化させたときの血圧 - 前庭系電気刺激（0.6　
mA）- 身体の角度。陰影部分：起立開始後 10 〜 15 秒
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激パターンの違いによる応答性の変化などを検証した
い。あるいは電気刺激を一定期間反復することによって
機能回復につなげられないか、内耳リハビリとして応用
できないかといった長期的な有用性について検討した
い。また東洋医学、鍼灸の世界においてはめまい、難聴
といった内耳由来の症状が改善するという刺激部位＝経
穴が存在することから、鍼灸治療によって前庭 - 血圧反
射系の改善が見込めないかと考えている。若年者におい
ては一定の効果を上げているため今後報告するととも
に高齢者あるいは患者等において効果の有無を検討した
い。
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