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================================以下抄録=================================

１．諸言＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
脳卒中後におけるバランスの改善は患者の自立度向上や生活の質の改善にとって非常に重要
である。脳卒中後の姿勢障害の特徴として、非麻痺側への傾きと圧力中心（Center of pressure：以下、
CP）の側方変位が床反力計上で観察される 1)2)。右半球損傷(Right hemispheric lesion：以下、
RHL)患者に観察される極端な障害側への姿勢の変位は、恐らく空間における内的表象の傾きによ
る空間認知障害に起因するものであることが考えられている。
この姿勢の変位は感覚情報の操作によって改善する 3)4)。姿勢の傾きの改善はカロリック刺激や
経皮的電気刺激（transcutaneous electrical nerve stimulation)やプリズム順応（prismatic adaptation）
によって改善することが報告されている 3)5)。しかし、このような姿勢の影響の背景にあるメカニズムは
まだ十分に理解されていないが、恐らく感覚運動による影響というよりはむしろ自己身体と空間表象
における高次のレベルの影響によるものと説明づけられる。感覚刺激は空間における自己身体表
象に関連した領域を活性化すると考えられている。この仮説は様々な考えにより成り立っている。ひ
とつは、左半球損傷患者と比較して右半球損傷患者において姿勢への影響が顕著であることであ
る。この姿勢への影響に対する優位性は右半球が空間認知に関わっていることが関連しているとさ
れている。右半球は空間情報の処理と知覚のための内的表象を生成するために重要である。二つ
目に、感覚刺激は多くの兆候(表象の障害や運動障害はもちろん感覚障害も)を含めた視空間障害
に関連したすべての症状と同様に姿勢の不安定性を改善する。
本研究は RHL 群、左半球損傷（left hemispheric lesion：以下、LHL）群、対照群の 3 群において
視覚刺激(視運動刺激)と前庭刺激(ガルバニック)の 2 種類の感覚刺激により生じる姿勢への影響を
調べた。我々は、各刺激方法共に側方への姿勢変位が減弱すること、そしてこの影響は空間にお
ける傾きに対する影響により LHL 群、対照群と比較して RHL 群で顕著ではないか、さらに LHL 群
と対照群間においては大きな差はないのではないかと仮説を立てた。そこで 2 種類の刺激が姿勢
に与える影響の背景にある神経メカニズムを解明するため 2 種類の刺激の影響の関連性を調べた。
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２．方法＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【対象】本研究において、下記の取り込み基準、除外基準に沿って対象者を選定し、35 名の署は圧
脳卒中後遺症者(RHL 群 17 名、LHL 群 18 名)と対照群として 27 名(男性 14 名、女性 13 名)が選
ばれた。
〇対象の選定基準
① 発症 6 か月以内の片側半球のみに病巣がある運動とバランス能力に障害を有す初発脳卒中後
遺症者
② 被験者は介助や物理的な支持を要すことなく 60 秒立位保持が可能である者
③ 対照群として脳卒中患者群と同年代で、筋骨格系や前庭系、視覚、体性感覚に障害を有さず、覚
醒や姿勢制御に影響を及ぼす薬を服用していない健常成人を選定

〇対象の除外基準
① 80 歳以上や覚醒の低い者、神経症状のある脳卒中前駆症状や眩暈、前庭系の障害、弱視、複
視のある者は除外
② 失語症者の中で本研究の目的を十分に理解できない者は除外
③ CT や MRI により脳機能の評価を行い、腫瘍や後頭蓋窩に病理学上の問題がある者は除外

【手順】
(1)安静立位保持
被験者は床反力計上で 50 秒間裸足にて安静立位保持をとる。CP の側方変位を安静立位保持
にて記録し、内外側方向における CP の平均変位を 50 秒間の内外側方向の変位として算出した。

(2) 視運動刺激(Optokinetic stimulation:以下、Okn 刺激)
安静立位で 15 秒保持した後、視運動刺激を視野上 100°の範囲で 35 秒間行った。回転速度は
60°/秒で、時計周り(右 Okn 刺激)、反時計周り(左 Okn 刺激)に光の点を動かした。被験者へは動く
点を追わぬよう前方を凝視するよう説明した。左右からの各視覚刺激は約 3 分間の安静坐位での休
息を挟んで行われた。

(3)ガルバニック刺激(Galvanic stimulation：以下、Gv 刺激)
安静立位にて 15 秒保持した後、35 秒以上両耳の Gv 刺激刺激により刺激した。側方への姿勢
の変位を導出するため左右どちらか一方の乳様突起に陰極電極を貼付。二種の Gv 刺激は間に休
息期間を設けた：左変位(左 Gv 刺激)、右変位(右 Gv 刺激)各刺激は坐位での休息を 3 分間挟ん
で行われた。
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【データ解析】
右側(R-Okn)、左側(L-Okn)方向への Okn 刺激による側方変位は、5-30 秒間の CP の平均変位
から 1-12.5 秒の安静期の平均変位を引いた値を算出した。同様に、Gv 刺激での側方変位は 2045 秒間の刺激期間の CP の平均変位から 1-12.5 秒間の安静立位での平均変位を引いた値を算出
した。これらは、右側(R-Gv)、左側(L-Gv)方向への Gv 刺激共に同様に行われた。
LHL 群と RHL 群間の特性は Mann Whitney 検定にて比較した。刺激中の側方変位に関しては
A 3-way ANOVA を用いた。3 要因は各群(LHL、RHL、コントロール)、刺激の種類(Okn、Gv)、刺
激方向(右、左)とした。グループ効果を「3 群間×刺激の種類」「3 群間×方向」「刺激の種類×方向」に
分けて検定した。Okn と Gv とで算出されたそれぞれの側方変位量について Spearmann の相関係
数にて統計解析を行った。

結果＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

患者は男性 22 名、女性 13 名、その内脳梗塞が 21 名、脳出血が 14 名であった。LHL、RHL 患
者間においては、LHL 群と比較して RHL 群で安静立位時の姿勢の傾きが有意に大きく、それ以外
は顕著な差は認めなかった。
安静立位時と比較して、刺激中の CP の変位は 3 群とも刺激方向により左右への変位を認めた。
群間と刺激方向で交互作用を認め(P<0.07)、左方向への刺激のみ RHL 群の変位が LHL 群、対照
群と比較して有意に大きかった。実際、RHL 群における左側への変位は、LHL 群、対照群と比較し
てそれぞれ 2.8 倍、2.4 倍であり、右側への変位は 3 群間において有意な差を認めなかった。興味
深いことに、RHL 群の左への変位(RHL 群の姿勢非対称性の軽減)は右側への変位(LHL 群の姿
勢非対称性の軽減)の 2.2 倍大きかった。さらに、LHL 群と対照群間では左右の変位に有意差はな
かった。また、刺激効果に関しては Gv 刺激と比較して Okn 刺激の方が刺激による変位量は 1.6 倍
大きかった。
全体として、全グループを比較すると、変位量は Okn と Gv 間で正の相関を認めた。また、正の相関
は群ごとのサブグループ解析においても認めた。しかし、データの個別性を分析してみると、どちらかの
刺激に反応し、両方に反応する人はいなかった。さらに、常に同じ刺激方向へ反応するわけではなかっ
た。
考察＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

CP の外側変位は、左半球損傷者と比較して右半球損傷者でより大きかった。この右半球損傷者
の同側方向への極端な姿勢の傾きは自己身体の誤った定位(orientation)に起因するものであり、右
半球領域の特定の場所が姿勢障害を引き起こす感覚刺激の方向性と関係しているのではないか。
RHL 群における感覚刺激による極端な姿勢への影響は、恐らく空間表象を担う中心である右半球
において生じた変化による結果であることを強く支持する。この姿勢への影響は空間認知処理にお
ける高次脳機能の処理過程の結果として生じる高次の影響ではないだろうか。
さらに、Okn、Gv 刺激による変位量の減少には直線的相関関係があり、これら 2 種類の刺激には
姿勢制御に関連した共通の、少なくとも重複している中枢神経系のメカニズムがあることが示された。
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本研究結果は、様々な感覚情報を統合し空間における自己身体表象を作る高位中枢(右の後部頭
頂皮質や側頭頭頂接合部)のような超様相的(supramodal)な構造を感覚刺激が活性化し、姿勢制
御に影響を与えることを支持している。Okn、Gv の反復刺激は、刺激している期間持続する改善を
引き起こすことが考えられる。これらの刺激方法に関する最近の研究では無視症状においても試用
されている 6)7)8）9）。これらの研究者らは刺激した期間持続した一定の効果を述べている。近年の二
つの Okn 刺激のランダム化比較試験において、Okn 刺激の反復刺激が右半球損傷患者の複合的
な無視症状(視覚、聴覚)を長期的に改善させたことを明らかにした 7)8)。同様に、左上肢の固有受容
感覚障害を有する右半球損傷患者に対して 20 分間 Gv 刺激を用いた研究では、刺激中と刺激後
において一時的に改善した 10)11)。最終的に、Gv 刺激を 3 期間受けた被検者の約半数において、
左側の体性感覚の改善が少なくとも三か月間継続したことを示した。Oks、Gv 刺激を長期的に加え
ることで脳卒中後、恐らく特に右半球損傷者の姿勢制御能力に関して重要で長期的な治療効果を
及ぼすことをこれらの研究が示していることは明らかである。
解説＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

視覚や前庭系への感覚刺激が特に右半球損傷患者の姿勢制御に影響を与えるということはとて
も興味深い。体性感覚と併せて視覚、前庭系などへの感覚刺激、そして多感覚統合の過程の中で
自己身体表象が構築され、姿勢制御に大きく関連する。治療介入においては重力条件や頸部体幹
と四肢との関係性を考慮したアプローチを行っていく必要があると感じた。
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