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垂直眼球運動後の姿勢伸展筋の柔軟性の変化
一眼球一頭部協調運動の神経学的関与の可能性一＊

荒木寛志割

TheChangeinPosturalExtensorsFlexibilityafterVerticalEye
MovementsithePossibleNeurologicalInvolvementofEye-head
Coordination

HiroshiARAKI

Abstract

Eyemovementsarecoordinatedtoheadmovementsthroughthenervoussystemsinthebrainstem.Thepurposeofthis
experimentistodiscovertheneurologicalinvolvementinthedirectionoftheeyemovementsandthetrunkmusculature
flexibilityofalivingperson.Patientswithlowerbackpainuponforwardbendingwerechosenforthisexperiment.Atape
measurewasusedtoprovoketheoptokinetic(OPK)eyemovementthatiscomposedof"slowmovements"and"rapid
refixationsaccades."ThefailureintheOPKshowsthelossofsaccadicrepositioningeyemovementresultinginan"up"ora
"down"positionoftheeyes.24examineesweredividedintotwogroups:aback-paingroupandanon-back-paingroup.
Eachgroupwasfurtherdividedintotwoaccordingtothedirectionoftheeyesintheexerciseadministrated:onegroup
intothedirectionoffailedsaccadiceyemovements,andtheothergroupintothedirectionofnormalsaccadiceye
movements.Thisstudyshowsthatthevoluntarilyrepeatedvertical-eye-movementsintheoppositedirectionoffailed
saccadicmovements,regardlessofupwardordownwarddirectionfromthehorizontalposition,increasedthedistance
betweenfingertipsandthefloorupontrunkflexionintheback-paingroup.
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1.目的

垂直成分の眼球連動は､水平成分の眼球運動より

もその神経機構において不明瞭な点も多い')~MRの

運動と頭の運動は､ひとつの動きの様に一致して起

こる。この眼球一頭部協調運動5)が垂直眼球運動で機

能するのであれば､その眼球運動後の筋緊張の変化

は頚部のみならず体幹･下肢においても期待できる

だろう。今回は､垂直眼球運動後における指床間距離

(FingerFloorDistance.以後､FFDとする)の変化を

調査し､その関連性を考察したので報告する。

2.方法

2.1手順

無作為に選んだ被検者に前屈の動作をさせた｡前

屈時で､下肢後面の張り感が出るが腰痛は無い(以後

は｢無痛群｣とする)24名と､腰痛を訴える(以後は｢有

痛群｣とする14名に対して､以下の手順で検査と垂

直眼球運動を行った｡調査期間は平成17年5月20Elか

ら|司年9月27日までである。

なお､今回使用した検査用メジャーには5cmlai隔

に1cm幅の赤線を引いており､視運動性眼球運動では、

その赤線が対象物となる。メジャーを引き伸ばすと、

初めにその方向に眼球が動く緩徐相と､次に来る対

象物の赤線を網膜の中心嵩にとらえるための素早く

反対側へ戻る急速相の||艮球の動き（以後はサッケー

ドとする)が起こる｡つまり、視運動性眼球運動にお

いて正常な場合は最初に緩徐相61が誘発され､次にサ

ッケードが発生する｡今回は､サッケードが発生しに

くい場合､その眼球の方向を｢サッケード不良方向妄

とした(表1)。

また､後日行った2回目の検査でサッケード不良方

向が1回目と上下反対に出たケースの9名を対象から

削除した｡従って対象群は｢無痛群17名｣と｢有痛群12

名｣の合計29名で､その内訳は男性3名､女性26名､平

均年齢は438歳である。
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せる垂直眼球運動の場合(以後は｢目線くこ>下｣とする）

には|｣線から下方40度の水平な位置においた(図2)。
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表1サッケード不良別の垂直2点運動後のFFD値

（①②､③④､⑤⑥､⑦⑧はそれぞれ同被験者群で、

垂直2点運動の方向と急速相･緩徐相で分けたもの｡］

図2垂直2点運動（「目線一下｣を行っているところ＞

④2本のペンの間を､素早く交互に反復する垂直眼球

連動301画|行わせた(以後は｢垂直2点運動｣とする)。

⑤再度､FFDの限界値を測定する。

⑥被検者には､計測日を変えて①～⑤の手順を行った。

ただし､この場合の④では垂直2点運動の方向を前回

と反対方向に設定した｡こうすることで､1人の被検

者に対して､あるl方向へのサッケード不良方向があ

る場合､その「目線<二>上｣､「目線くこ>下｣のどちらへ垂直

2点運動を行う方が､FFDの可動域の増加に効果があ

るかが判定できる。

①被検者から約60cm離した正中線上の位置で､検査

用メジャーを｢上から下｣と｢下から上｣へ数回引き伸

ばし､視運動‘性眼球運動でのサッケード不良方向を

決定した(図1）。

2.2被検者の分類

表lに無痛群と有痛群に対して､検査用メジャーに

よるサッケード不良方向を2分類した｡次に､垂直2点

運動の方向を「目線くこ>上｣､「目線<二>下｣とに分け､それ

が緩徐相側と急速相側のどちらに相当するかを示し

た。そして､それぞれの垂直2点運動後におけるFFD

の平均値を示した。

①②､③④､⑤⑥､⑦⑧はそれぞれ同じ被検者群で4

グループ．となる｡例として､表lの①②のグループは

検査用メジャーを｢下から上｣よりも｢上から下｣に弓：

き伸ばした場合に､サッケードが発生しにくい同グ

ループである｡従って､サッケード不良方向は｢上｣と

なる。

図1検査用メジャー（｢上→下｣への引き伸ばしたところ

②高さ20cmの計測台に乗りFFDを計測した｡この場

合､ストレッチ効果により発生するエラーを避ける

ためにFFDの計測を数回行わせ､その被検者の限界

のFFDを測定した。

③被検者から約60cm離した位置で2本のペンを使い、

2点間を設定した｡1本を基準点として目線と水平に

位置した。もう一本は、目線より上を上下させる垂直

眼球運動(以後は「目線くこ>上｣とする)の場合には目線

から上方40度の水平な位置に、目線より下を上下さ
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直2点運動を行った方向を､緩徐相と急速相で分けた

結果である。ここでは緩徐相側と急速相側のどちら

に垂直2点運動を行う方がFFDの可動域の増加につ

ながったかを示した。

1回目の計測で①に該当した場合､後日行う2回目

では緩徐相側もしくは急速相側に行う垂直2点運動が、

FFDに対してどのように関係するかを対比するため、

②のように垂直2点運動の方向を1回目と反対にして

計測を行った｡①は正常なら緩徐相が発生する「目線

から下｣へ､②は正常なら急速相のサッケードが発生

する「目線から上｣に垂直2点運動を行ったことを意

味する。

表4視運動性眼球運動での緩徐相か急速相への垂直2点運動での

FFDの変化(平均値は変化値の合計を合計人数で割ったもの。

垂直2点運動前との変化値であり､可動域の増加を示す）

2.3計算の仕方

事前のFFDが床と同じ距離をOcm,それより短い

距離をマイナス（一)値､長い距離をプラス（＋)値と

した｡この値から垂直2点運動後の距離を照らし合わ

せて変化値を検出し､距離が伸びれば十値､短縮すれ

ば一値とした｡そして4グループの測定値の合計を人

数で割り小数点第2以下は四捨五入で計算し､平均値

を求めた(表Do表2～4は､表lの変化値の合計を合計

人数で割った平均値を示した。

表2サッケード不良別でのFFDの変化

（平均値は変化値の合計を合計人数で割ったもの。

幸直2点運動前との変化値であり､可動域の増加を示す）

表2は､表lを元にして作成した腰痛の有無別に視

運動性眼球運動でのサッケード不良方向で分けた結

果である｡ここでは､サッケード不良方向がFFDの可

動域の増加とどのように関係しているかを示した。

3.結果からの考察

3.1分類の結果

表1から表4までを総括すると､急速相側よりも緩

徐相側､そして無痛群よりも有痛群の方が垂直2点運

動によりFFDの可動域が上回る結果となった｡サッ

ケード不良方向との関係を求めた表2には､有意な変

化がみられなかった｡表3では､無痛群では｢目線一下｣、

有痛群では｢目線くこ>上｣への垂直2点運動で､FFDの平

均値が上回った｡表4では､腰痛の有無に関係なく緩

徐相側への垂直2点運動で､FFDの平均値が有意に上

回った。

表3垂直2点運動の方向別でのFFDの変化

（平均値は変化値の合計を合計人数で割ったもの。

垂直2点運動前との変化値であり､可動域の増加を示す）

表3は､表lを元にして作成した腰痛の有無別に垂

直2点運動を行った方向を､上下2種類で分けた結果

である。ここでは､垂直2点運動を上下どちらの方向

に行う方がFFDの可動域の増加につながったかを示

した。

表4は､表lを元にして作成した腰痛の有無別に垂
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3.2無痛群における効果の検証

無痛群は､体幹前屈時に腰痛はなく下腿後面の筋

の張り感を訴えるグループである｡表1,3,4から総括

すると､無痛群は検査用メジャーの｢上から下｣でサ

ッケードが発生しにくい場合に､その緩徐相側であ

る「目線<二>下｣への垂直2点運動における眼球一頭部

協調運動の影響でFFDの可動域が増加しやすいと考

えられる。

これは眼球を「目線<二>下｣へ運動させることで､頭

部が前屈しようとする眼球_頭部協調運動の信号が、

脊柱周囲の筋群を弛緩させ､椎間関節が離開すると

共に下肢後面の姿勢伸展筋群も弛緩した結果､FFD

の可動域が増加したものと推測する。

それに対して表lの②の「目線一上｣という反対方

向への眼球運動においては､FFDの可動域が唯一悪

化している｡無痛群では「目線一上｣への急速相側に

運動させる眼球一頭部協調運動の信号が頭部を伸展

させるだけでなく、脊柱周囲の筋群や下肢後面の姿

勢伸展筋群を緊張させて関節を接近させた結果､体

幹前屈の可動域が減少したものと推測する。

3.3有痛群における効果の検証

有痛群も無痛群と同様に｢緩徐相側｣への垂直2点

運動でFFDの平均値が有意に上回っている。しかし

同じ緩徐相側である⑤⑦の「目線<二>下｣､「目線<二>上」

の両方向でFFDの可動域の増加がみられた。

表lの⑤の「目線一下｣への垂直2点運動の効果は、

無痛群と同じメカニズムと解釈できよう。次に表lの

⑦の「目線‐上｣への垂直2点運動の効果について推

論すると､何らかの原因で椎間関節が過剰に開いた

状態を､眼球-頭部協調運動により頭頚部が伸展(後屈）

方向へ活動する伸展筋群の働きで､椎間関節を接近

させたと考えるなら､体幹前屈時で起こる筋肉およ

び靭帯の過剰な伸張による癖痛が少なくなり、FFD

の可動域が増加したものと推測する。

よって有痛群を､脊柱の関節機能障害という側面

ﾉり"γ"α/ofJapaneseSocietyofClinicalChiropractic
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で推論すると、無痛群と同様に椎間関節が開きにく

いパターンと、それとは逆に閉じにくいパターンの

伸展障害と屈曲障害の2つのパターンが考えられる。

そのどちらも緩徐相側への垂直2点運動における眼

球一頭部協調運動で各障害が改善され､FFDの可動

域が増加したものと推測する。次に､垂直2点運動か

ら頚部筋の屈曲･伸展の神経学的機構を考えてみる。

4.神経学的考察

4．1視運動性眼球運動と衝動性眼球運動の

垂直サッケードの神経機構

滑動性追従眼球運動と衝動性追従眼球運動ではそ

の経路が異なるし､その追従運動でも水平と垂直で

も異なった経路となる7)｡検査用メジャーを引き伸ば

すことで発生する視運動性眼球運動の緩徐相と滑動

性追従眼球運動の関係と、視運動性眼球運動のサッ

ケードと衝動性眼球運動の関係は脳幹神経機構に共

通点が多いと考えられている8噸)｡また視運動性眼球

運動は網膜からの信号が視蓋前域付近で中継され脳

幹で行われる反射なのである◎が､彦坂'0)によるとヒ

トの場合はかなり滑動性追従眼球運動的な成分が強

い､というのが最近の説のようである。

冒頭にも記したように、ここでは神経機構の不明

な点が多いヒトでの垂直2点運動について着目し､今

回のメジャーを引き伸ばすこととで発生する､上下

の眼球運動と下行性脊髄路との関係を動物実‘験から

の報告を交えて推察してみた｡ただし､ネコなどの実

験で用いられるForelH野(以下､FFHとする)はヒト

でいう内側縦束吻側間質核(以下､riMLFとする）に

相当しているので'1応12)以下の実験報告をFFH=

riMLFとしてヒトの脳地図に当てはめて解釈している。

4.2Cajal間質核およびriMLFと垂直眼球運動

外眼筋を支配する脳神経核(動眼神経､滑車神経、

外転神経)は大脳皮質からの直接投射線維を受けて

おらず､大脳皮質による眼球運動のコントロールは

日本カイロプラクティック徒手医学会誌刃
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図3屈曲･伸展の頭頚部運動に関与すると思われる垂直眼球運動の下行路の関係

ニューロンが抑制されて､その活動が休止すること

でriMLFの興奮性と抑制性バーストニューロンのバ

ースト活動が起こり、垂直眼球運動のサッケードが

発生することになる'81｡つまりriMLFが左右の水平方

向への眼球運動に関与するPPRFの活動を休止させて、

スムーズな垂直眼球運動を発生させている訳である。

以上のことから推測すると、ヒトの場合ではCajal

間質核が同側の前庭ﾈIll経内側核と関与があるならば、

同側の動眼神経核からの下直筋と滑車神経核からの

上斜筋を働かせることで下向きの眼球運動が起こる。

これは両側性Cajal間質核障害では上向きサッケ

ードの発生は障害されず'9)､下'可きが障害されるこ

とからも充分考えられる。またriMLFが前庭神経上

核との関与があるならば､同側の動眼神経核から上

直筋と下斜筋を働かせることで上向きの眼球運動が

起こる。これはriMLFのある中脳の障害で上方注視

麻ﾘ車が多発すること201､上方への衝動性眼球運動が

riMLFのバーストニューロンにより起こることから

考えられる2')。

以後に論ずる外眼筋と頚部筋との関係において、

Cajal間質核は下向きの眼球運動と頭部の屈曲に、

riMLFは上向きの眼球運動と頭部の伸展に加担する

という上下別々の機能を有していることが示唆され

上丘､riMLF､Cajal間質核を介して間接的に行われ

ている'3)｡ネコの実‘験では垂直方向のサッケード指

令は補足眼野や前頭眼野などから上丘を経て、

riMLFへ送り込まれ､riMLFには前庭神経核からの

入力もあり、その前庭神経核からのCajal間質核や

riMLFへの軸索投射は形態学的に確認されている")。

そこでこのCajal間質核およびriMLFについての神

経機構を考えてみる。

Cajal間質核は全脊椎動物に存在して内側縦束の

下行路の起始核であり、眼球と頭部の垂直･回旋運動

に関与すると考えられており15)､中脳被蓋の|吻側に

位置して前頭眼野､視蓋前域､上丘､前庭ﾈIll経核群か

ら入力を受ける。この出力線維は同側の前庭神経内

側核と脊髄へ向かい､後交連を通る出力線維により

両側の動眼神経核と滑車神経核へ向かう。そしてそ

の脊髄まで同側性に下行する太い出力線維はCajal

間質核脊髄路を形成して内側縦束の中を通っている'‘)。

riMLFはCajal間質核の吻側にあり、ここは前頭眼

野を経て上丘と前庭神経上核から入力を受けて､主

として垂直眼球運動に関係する|司側の動眼神経核運

動ニューロンに投射している｡そして､その入力を傍

正中橋網様体(以下､PPRFとする）とは相互に連絡し

合っている'"｡そのためにPPRFのオムニバスポーズ



る(図3)｡次に､これらの脳幹の神経がどの下行性脊

髄路を介して頚部の屈筋と伸筋に関与しているのか

を推察する。

4.3頭頚部伸展に関与するriMLFと網様体脊髄路

riMLF以外の頚部伸展に関与する神経機構を考え

てみる｡視野周辺に現れた視覚対象物を注視しよう

とする際には､眼球のサッケード運動と素早い頭の

動きが協調して行わる指向運動があり、頭部の指向

運動の制御が上丘によって行なわれていることは、

1946年に既にHessがネコで実,験している｡最近では、

霊長類でも上丘の電気刺激が頭部の指向運動を誘発

することが示されている221｡そして現在では､上丘に

あるサッケードニューロンの軸索は橋･延髄の網様

体脊髄路細胞を介して頚筋の運動系に結合しており、

眼球と頭の運動が連動するような動きは､眼球一頭部

協調運動といわれている23'。

この眼球と頚筋の研究は伊佐2!)が詳しい報告をし

ている｡伊佐はVidalらの実験で頭部を固定した状態

で視線の運動と共に頚筋の筋電図活動とよく一致し

たニューロン活動が示され、それがGrantyn、

Berthozが示した上丘の下行枝から入力を受ける網

様体脊髄路細胞であったことを報告して､下行枝は

主として反対側の脳幹網様体として網様体脊髄路細

胞を介して反対側の頚筋運動ニューロンに接続する。

としている｡そして､上丘の上行枝が向かうriMLFの

ニユーロンが同側の頚筋運動ニューロン､特に頭部

を背屈させる筋の運動ニューロンに単シナプス性、

または同側の網様体脊髄路細胞を介して2シナプス

性に結合することを明らかにし､riMLFのニューロ

ンはその多くが同側上丘から興奮性入力を受ける下

行性ニューロンと同定し垂直上向きに最適方向を有

していた、と報告している。

この網様体脊髄路には内側(橋)と外側(延髄)とが

あるが､Ghezによると両側性に下行する外側網様体

脊髄路には頚部と背部の筋を支配するニューロンに
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直接接続して興奮を阻害し､介在ニューロンを挟んで、

多くは伸筋には抑制､屈筋には興奮信号を送るが､そ

の中には逆に伸筋を興奮させ､屈筋を抑制させる線

維があるという25)｡この伸筋の興奮作用は､伊佐らが

いう上丘下行枝から対側網様体脊髄路を介する頚筋

への投射線維かもしれない。

以上のことから､上丘からの上行枝はriMLFを介

して同側頚部伸筋へ､下行枝は網様体脊髄路を介し

て対側頚部伸筋に作用している可能性がある｡よって、

上丘から同側riMLFを介して同側頚部の伸展と､上

丘から対側への網様体脊髄路から対側頚部の伸展が

加重されて､より一層､頭頚部の垂直伸展運動が行わ

れるものと推察する。

4.4頭頚部屈筋に関与する視蓋脊髄路と

Cajal間質核脊髄路

視覚などの環境の刺激の方向や動く物に頭(眼)を

動かすという反射運動に視蓋脊髄路がある26)｡視蓋

脊髄路は上丘に始点を持ち､視蓋で交叉して頚髄の

第Ⅵ層とⅦ層に終止するが”28)､この第Ⅵ層は頚膨

大と腰膨大にあり、骨格筋からの固有感覚ニューロ

ンを受け取る上行性線維の入力部位である｡第Ⅷ層

へは交感神経系節前ニューロン細胞体や内臓性求心

線維群､筋紡錘やゴルジ健器官からの固有感覚入力

を受けるクラーク核などであり、これも上行性線維

の入力部位である。そして第Ⅷ層が筋緊張や姿勢の

反射的調節をおこなう前庭脊髄路や網様体脊髄路か

らの下行性線維を受けている29)｡従って視蓋脊髄路

から第Ⅵ層とⅦ層への下行性の入力がない。

更にCajal間質核脊髄路線維は頚筋支配運動ニュ

ーロンに接続するが､視蓋脊髄路線維は頚筋支配運

動ニューロンにシナプスしない説30)､および視蓋延

髄路と視蓋脊髄路が頚髄上部の前角に接続し､視覚

に応じて反射的に眼球や頭部の運動を行ない姿勢の

調節をするという説3')､視蓋脊髄路が頚髄上位四分

節まで分布する説､などがある32'。
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このようにはっきりしない頚髄との関係について、

大柿33)と小野寺が詳しく報告している｡橋.延髄接合

部にあるポーズニューロンは通常一定の頻度で自発

放電をしているが､急速眼球運動の発生に先行して

その発射活動を停止し､急速眼球運動の発生に重要

な役割を果たしており、大柿によるとこのポーズニ

ューロンは中脳から延髄までの脳幹網様体と上部頚

髄のⅦ層に投射し､この頚髄第Ⅶ層には頚筋を支配

する運動神経に投射する介在ニューロン群が位置し

ており、ポーズニューロンがこれら部位の網様体脊髄

路ニューロンや､脊髄介在ニューロンを介して眼球

一蕊I協調運動への関与の可能性があるとしている。

小野寺34}は､Cajal間質核脊髄路について同側性で

脊髄に下行し､特に頚髄では第Ⅶ､Ⅷ層に､それも上

部頚髄で運動ニューロンと単シナプス性に興奮性接

続があることを福島らの報告と共に述べ､Cajal間質

核は大脳皮質や大脳基底核からの直接投射がないこ

とから､小脳片葉と小脳虫部を介して垂直方向の眼位．

頭位､姿勢の反射運動に関与していることを示唆した。

これらのことから視蓋脊髄路とCajal間質核脊髄路

ならびに網様体脊髄路が終止するⅦ層は､上行性線

維が入力する部位であるが､上部頚髄に限っては下

行性線維が混在するのかもしれない。

この視蓋脊髄路の頚筋への働きであるが､今まで

のことから､上丘から同側の頚部伸筋にはriMLF､同

側頚部屈筋にはCajal間質核脊髄路､上丘から対側の

頚部伸筋には網様体脊髄路が関与している。よって、

残る上丘から対側頚部屈筋へは視蓋脊髄路が関与し

てくるものと推測する。

4.5垂直眼球運動の神経機構と

眼球一頭部協調運動の要約

以上のことから､運動の指令として上丘が深く関

与し､上丘から同側と対側の下行路により以下の運

動が行われると推察した。

①同側のriMLFからは､同側頚筋の伸筋に投射して、

ブギ

頭頚部の上向き運動を発動させて椎間関節の接近

に関与する。

②同側のCajal間質核脊髄路からは､同側頚筋の屈筋

に投射して､頭頚部下向き運動を発動させて椎間

関節の離開に関与する。

③対側の網様体脊髄路からは､対側頚筋の伸筋を活

動させ､①と同じ上向きの運動が起こる。

④対側の視蓋脊髄路からは対側屈筋を活動させ､②

と同じ下向きの運動が起こる。

以上4つの経路から、スムーズな眼球-頭部協調運動

が遂行されているものと推測する。

最後に有意になった緩徐相側への垂直2点運動の

神経学的な意義を推察する。

5.緩徐相側への垂直2点運動の意義

5.1垂直2点運動の意義

視運動性眼球運動は一応反射に属するが､素早く

行う垂直2点運動は随意運動として解釈されて意識

下で行われている。この注視している所から､次に注

視する所へ随意的な素早い眼球の動きであるサッケ

ードは､小脳虫部が制御していることが20世紀に入

って明確に確認されている35)｡小脳片葉もしくは小

脳傍片葉の障害では､滑動性眼球運動が著明に障害

されるという報告が多く36入37)､サッケードは虫部､緩

徐相は片葉に深く関与する｡そこで､垂直2点運動に

おける小脳の機能を考えてみる。

永雄ら3s)は､小脳へのムシモール注入実‘験から､サ

ッケードの責任部位を虫部とし､この虫部が上丘か

らのサッケード指令を学習機構を用いて最適化して

いると解釈した｡また､滑動性眼球運動が小脳の学習

の結果形成されると考え、ごく僅かなトレーニング

で滑動性眼球運動が適応することを､Lisbergerのグ

ループと同じ実験で確認している｡そして永雄は､高

木らのサルの虫部(傍虫部)損傷実験で､滑動性追跡

眼球運動の長期抑制が50％低下したことから､残り

50％が片葉(傍片葉)と半球Ⅶ葉であろうと推測して



いる｡そして､この半球Ⅶ片葉と傍片葉にも虫部と同

じく、サッケードに関与する神経細胞が見られると

いう。

以上のことから､サッケードに関するニューロン

が存在する虫部と片葉は、ともに学習能力に優れて

いると考えられる。よって垂直2点運動は､ゆっくり

行うよりも､サッケード様の素早く行う方が､虫部と

片葉のどちらにも長期抑制39)をもたらして､その学

習効果が眼球一頭部協調運動の発現に加担するもの

と推測する。

5.2なぜ緩徐相側なのか

緩徐相側への眼球運動の方が眼球-頭部協調運動

を介してFFDの可動域の増加に効果があるのか､そ

の理由を考えてみる｡先述の様に視運動性眼球運動

の発生のきっかけは､対象物を見失わないように､そ

の動きを一旦追うことから始まる。これは緩徐相側

であることから､サッケードのように戻る動きよりも、

最初の動きに頭頚部が動きやすいということだけな

のだろうか。

田淵401は､無意識での眼球運動はできるが､随意的

な眼球運動ができない眼球運動失調症の特徴の中に、

視運動性眼振の急速相も種々の程度に欠如し､水平

運動だけでなく、垂直運動も侵されるとしている｡そ

して､その原因の1つに､先天‘性では眼球-頭部協調運

動の発達遅延､後天性では小脳･脊髄変性症を挙げて

いる。

眼球運動失調症では､随意の水平へのサッケード

運動ができない｡初めは閉険して頭部を目標物に向

かって動かすのであるが､通り越してしまう｡その後、

中心嵩で目標物を捉えると、固視を維持して､反対側

に戻るように頭部を動かし､やっと頭部と眼球が目

標物と一致する41'｡つまり、頭部が目標物を通り越し

て戻る、というように眼球と頭部の協調性がない｡こ

れが正常であれば､初めは同じく閉険して頭部が先

行して動くが､その後､視線が頭部より早く側方視標
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に向かう。そして頭部が追いついて､頭部と眼球が目

標物と一致する42'・

眼球運動失調症は垂直運動も侵されることから≦

その病態の特徴を垂直サツケード性注視麻揮に置き

換えて､表1から解説してみる。

①②は上方向へのサッケードが不良で､下方向へ

はサツケードは発生するグループであるから､サッ

ケード不良方向である上への垂直運動を行う②が垂

直サツケード性注視麻揮の病態が現れる。この場合、

②のように急速相側(上)への垂直2点運動を行うと、

上へのペンには頭部が一旦､ペンを通り越して伸展

方向へ過剰に動き､少し屈曲方向へ戻り、基準点の目

線位にある下へのペンに向けてまた屈曲するという

ように､眼球と頭部がギクシヤクして協調性がない。

それに対して､①は下方向へのサッケードは侵され

ていないから､眼球と頭部がスムーズに協調した運

動を発現している結果だと考えられる｡④は､急速相

側にも関らず､前屈を目的とする下方向への垂直2点

運動なので､②のようには悪化しなかったのであろう。

有痛群でも､急速相側への垂直2点運動は緩徐相側

と比較すると､劣ってしまう｡急速相側は上記と同じ

理由によるが､緩徐相側では、2点間の眼球の動きに

対して､協調して頭部が追従して動くことになり､椎

間関節の離開と接近という問題を､スムーズな眼球一頭

部協調運動で遂行されている結果だと考えられる。

以上のことから､サッケードが不良な場合は､眼球

運動失調症ではなくても、その病態に似た現象であ

る協調性のない眼球-頭部運動が起こるのではない

だろうか｡従って眼球と頭部の動きが協調してスム

ーズに動く緩徐相側への垂直2点運動が､眼球一頭部

協調運動の機能を有効にする、と推測する。

6.まとめ

視運動性眼球運動でサッケードがうまく発生しな

いケースでは､素早い垂直2点運動が､短時間であるが、

虫部と片葉を介して更に学習効果を上げ､それを目
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線今緩徐相側へ行うことが､よりスムーズな眼球一頭

部協調運動を発現させる｡そして､適応する屈筋もし

くは伸筋を活動させることで､椎間関節の接近もし

くは離開を導き､関節の可動性を安定させることで‐

FFDの可動域の増加を導いているのであろう。

今後､更に調査して､眼球運動異常のメカニズムを

身体機能と組み合わせて解明し、カイロプラクティ

ック検査の手助けになることを期待する。
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