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環椎回旋可動域減少への刺激前後にみる
平衡バランスの変化一右大脳優位性の視点からざ
荒木寛志*’

ChangesinLimitedRangesofMotiononCervicalRotation
AftertheAtlaSStimulation:FromtheViewpointofRightBrainDominance

HiroshiARAKI

Abstract

Thisisauthor'sassumptionthatequilibriumuponstandingisdeeplyreliedonthecervicalspineandextensormusclesofthe
lowerextremities.Whenthosetwosystemslosetheirbalance,theequilibriumisautomaticallydisrupted,followedby
compensationalmuscletightness.Thetonicneckreflexandthevestibulo-cerebelluminvolvedintheexcitationofthe
extensormusclesoftheextremities.Theauthorassumesthatbyusingthesereflexeswiththeproperdirectionofstimulus
leadtothecorrectionoftheequilibrium.Alsothetightbraindominancethatrelatestotheposturalcontrolplaysan
importantroleinequilibrium.
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1.目的

めまい(以下肱量)を訴えるケースにおいて､前庭

迷路系の関与から平衡機能検査は必須である。しか

し平衡機能の失調は程度こそあれ､舷量をもつ者だ

けに現れるのではなく､肩こり､腰痛を初めとする諸々

の機能障害の発症には､本人が自覚していない平衡

バランスの不均衡が内在しているケースが多いと思

われる。

そこで今回は環椎(以後CIとする)への刺激がい

かに平衡バランスに影響を与えるか調査すべ<、簡

易平衡機能検査')として四肢の偏椅検査である閉II良

足踏み検査を判定の基準にしながら､頭位と刺激の

方向についても結果に基づいて論じてみたい。

2.方法

2.1手順

調査期間は平成16年3月27日から平成16年7月3日

まで､対象者平均年齢は467歳(最高73歳､最低16歳)で、

CI回旋可動域の減少があり舷量の訴えのない52人(延

べ人数男’性:iO人､女性:54人)に対して､合計80回を

以下の手順で検査と刺激を行なった。この80回とい

う操作の意味は､後述する分類において重複する対

象者もいるが､2回目の検査までに最低3日間以上の

間隔があり､前庭迷路障害ではない限り、日々の労働

やスポーツなどの生活において､多少のバランス変

化があるものと解釈して､その日のデーターは1つの

データーとして活用した。

尚､足踏みに対して支障がある者や上肢を床に対

して水平まで挙げて保持するのに支障がある者は含

まれていない。

①CI回旋可動域の減少側を確認。

②閉眼50歩足踏み検査。

③CIへのアクテイペーターでの刺激。

④②の再検査。

2.2各手順の詳細と意義

①頚部回旋制限：

仰臥位での環椎のモーションパルペイションにお

いて､一側よりも他側において回旋可動域の減少が

あるものを回旋制限とし､CI回旋変位のリステイン

グを決定し､左側に回旋可動域減少があるものをRP、

右側にあるものをLPとした。

②閉眼での50歩足踏みの偏椅：

ベッドから降りて直ぐに行なうのでなく、30秒ほ

ど起立した状態で待機してもらう。これは当院のべ
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ツドから検査位置まで右回旋で移動しなくてはならず、

それによる右前庭迷路への興奮刺激を回避するため

である｡その後､開眼で5～6歩足踏みをした後から閉

眼して続けて足踏みを合計50歩を行なわせる｡50歩

足踏み完了時の両足の偏椅(体軸の回転角度)を角度

計で計測する。

平衡機能検査では100歩の足踏みでは回転偏椅に

おいては91.以上を異常21としているが､50歩では45

以上の回転を異常とする3)見解もあるので､今回は50

歩で実施した。

ii:50歩左回転

⑨C1RP-頭部左回旋一右P→A刺激

⑩C1RP-頭部左回旋一左A→P刺激

⑪C1RP-頭部右回旋一右P→A刺激

⑫C1RP-頭部右回旋一左A→P刺激

⑬C1LP-頭部右回旋一左P→A刺激

⑭C1LP-頭部右回旋一右A→P刺激

⑮C1LP-頭部左回旋一左P→A刺激

⑯C1LP-頭部左回旋一右A→P刺激

(RP:右後方変位､LP:左後方変位､A:前方､p:後方）

2．4計算の仕方

変化率:刺激パターン16種類の刺激後の偏椅にお

いて刺激前と比較してどちら側にどの角度回転偏椅

しているかを計算し、これを｢変化率｣とした｡表1,2

ではこの数値が十値で100に近いほど正中0．に近い

ものとなり、100を越えると正中0．を越えて対側へ

回旋したことになり、－値は回転偏筒していた側に

更に回旋したことを示している。

変化率は各個人の(刺激前平均一刺激後平均)÷刺

激前平均×100で計算し､そのグループの変化率の合

計を該当する人数で割り小数点以下を四捨五入した。

グループ”の計算例:各個人の変化率の合計(228)÷

人数(4)＝57％(表1,2参照）

③環椎へのアクテイベーターでの刺激：

コイルを1回転させたアクテイペーターのタイプl

を用い､被検者は坐位で外側三半規管が一番活動す

るように頚部を30･前屈位45'にして頭部の回旋を左

右どちらかに回旋させてからCI変位を修正する方

向に行なう。刺激部位は01横突起を前方から後方、

もしくは後方から前方とする｡頭部回旋の判定と刺

激の方向は､次に述べる分類に振り分けるため無作

為である。

2.3刺激の種類

閉眼50歩足踏み検査で右回転と左回転するものに

別けて､頭部回旋とCI可動域減少を修正する刺激の

方向を分類すると合計16種類となる。
F二

i:50歩右回転

①C1RP-頭部左回旋一右P→A刺激

②C1RP-頭部左回旋一左A→P刺激

③C1RP-頭部右回旋一右P→A刺激

④C1RP-頭部右回旋一左A→P刺激

⑤C1LP-頭部右回旋一左P→A刺激

⑥C1LP-頭部右回旋一右A→P刺激

⑦C1LP-頭部左回旋一左P→A刺激

③C1LP-頭部左回旋一右A→P刺激

二コL－
表1:グループ②のデーターと計算方法

3.緊張性頚反射と前庭小脳
今回の刺激方法において､着目したのが頭部の回

旋と刺激の方向である。まず頭部の回旋を行うと緊
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張性頚反射と前庭系の興奮が発生する｡緊張性頚反

射で考えると､左回旋で左下肢伸筋の興奮が強まり、

結果として50歩足踏みでは右回転偏椅が起る。これ

は正常人にも緊張性頚反射の存在を示した福田61が｢遮

眼書字法｣の開発中､頚を一方に回転させて足踏みさ

せるとその逆方向に偏椅することを発見して｢足踏

み検査(FUKUDA'SSTEPPINGTEST)」を開発し

たことからも立証される。ここではこれを｢緊張性頚

反射の法則｣とする。

同じ姿位を前庭系(例えば前庭脊髄反射など)で考

えるなら､頭部左回旋した場合､左側の前庭系が興奮し、

その信号は左側の前庭神経内側核へ行き､左側の小

脳虫部のプルキンエ細胞へと伝わり、そこから左側

の前庭神経外側核へ下行して､左側の外側前庭脊髄

路が興奮する7)ことで､左側の下肢伸筋の興奮が起こ

ることになる。

つまり、緊張性頚反射も前庭系の反射も頭部回旋側

の小脳が興奮し､その側の下肢伸筋を興奮させ､反対

側へ回転偏椅することになる。

そこで上記の考えを基に刺激の経路を考えてみる。

項目文末の○は低下した下肢伸筋の興奮､×は興奮

しないとして仮定してみた｡表2には以下の考えを刺

激情報数という形で示している。

一番効果のあった右回転偏椅において頭部左回旋

して左CIを刺激した表2のグループ⑦を例に挙げる

と刺激の経路では次のことが考えられる。

iv)左側の上部頚椎の関節面への刺激は中心頚髄核

を興奮させ､反対側である右側の前庭神経核上核と

下核ならびに右小脳に達し，)､右下肢伸筋の活動が高

まる｡○

次に両回転偏椅で効果の一番悪かった表2のグル

ープ①､⑬は､共に回転偏椅した反対側に頭部を回旋

して､回転偏椅した側からのP→AのCI刺激であった。

①を例に挙げると刺激の経路では次のことが考えら

れる。

iiiは同じで､iii)iv)はそれぞれ逆である。

ここでのiv)の解説はネコに存在する経路であり、

ヒトに存在するかは解らない。もしこの考えを排除

すると最良ケースでは全てにつじつまが合わなくなり、

最悪ケースでは唯一､iii)において前庭迷路を賦活し

ているのである｡つまり最良ケースでは前庭迷路が

充進している側への過剰刺激ばかりとなり、最悪ケ

ースでは1つではあるが生理学的に機能低下側への

刺激を与えていることになる。

1)右回転偏椅を右前庭迷路機能低下と考えた場合に

頭部を左回旋させると､前庭反射に関与する前庭系

の興奮が起こり、更に左前庭迷路が興奮する。×

ii)頭部回旋側で伸筋の緊張が起る緊張性頚反射では、

更に左下肢伸筋の活動が高まる。×

iii)左CIへの刺激による左頚部筋の筋紡錘からの興

奮は左側の副模状束核小脳路を介して左小脳に達し、

左小脳虫部から左前庭神経外側核へ下行し､左外側

前庭脊髄路を介して8)､左下肢伸筋の活動が高まる。

表2:右回;頭部右回旋､左回;頭部左回旋､変化率の＋は同側偏{奇角度ヌ
ーは対側偏筒角度､刺激I情報数:前庭機能の優位と劣位への刺激数
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環椎回旋可動域減少への刺激前後にみる平衡バランスの変化
一右大脳優位性の視点から一・…･…･……荒木寛志

4.結果と考察

4.1閉眼50歩足踏み検査結果

全体な結果(図1)から見てみると、悪化ならびに

100%を越えて対側へ回転偏椅したグループが目に

付く。

ループを示す。

分類①回転偏僑と頭部回旋

両回転偏椅において頭部を一側に回旋して刺激を

する場合､どのような差異があるかの平均値を求め

た(図2)。

R;頭右回
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図2.回転偏筒と頭部回旋r;右回転偏椅､l;左回転偏筒、

頭右;頭部右回旋､頭左;頭部左回旋､率;変化率､R:頭右③④⑤⑥、

R:頭左①②⑦⑧､L:頭右⑪｡⑰⑬‘⑭､L:頭左⑨⑩⑮⑯

どちらの回転偏椅もその偏椅側への頭部回旋にお

いて変化率が上回る。これは偏椅側が前庭系の機能

低下と考えるなら､頭部回旋はその低下側に回旋す

ることで緊張性頚反射を利用して､頭部回旋側の下

肢伸筋興奮を加担していると考えられるであろう。

この回転偏椅に関する軸足であるが､前原は日本

での右利き足は男'性61%､女性71%という結果を出

しており、世界のデーターではポールを蹴る利き足

は日本人の場合､右足で蹴る場合が87％となってい

る'0)｡逆を返せば左軸足がその数値と同じとなる。ま

た大藤らも重心の軸足が左側にあるケースが92％で

あると報告しているu)｡そして前原は左脳が指が行

う微運調節機能を担い､右脳は大関節が主役となる

姿勢や重心の維持､体全体の移動や方向づけの特徴

をもち､右脳を姿勢脳と表現している'21．

一般には人間は左回転が自然であるらしく'3)､色々

なスポーツにおいてもそれは証明されている。しかし、

これは開眼状態であり、50歩足踏みのように眼を閉

じるとこの法則はなくなるという'4)。また利き手は

右側が多く'31､利き手と利き足が同じ側で多い'6}こと

から考えると､右利き手＝右利き足で左軸足が多い

200250(％‐5 0050100150

図1:各分類の変化率(100％が正中0.、

白棒;右回転偏｛奇､黒棒;左回転偏椅〉

-150‐100

表2で両回転偏椅において一番効果のあった変化

率である⑦と⑮の刺激の方向は､共に頭部を左回旋

してC1LP変位を左からのP→Aの刺激である。これ

は回転偏椅側を平衡機能低下と考えると逆になる。

また最悪ケースの①と⑬は回転偏椅と対側に頭部回

旋して､回転偏椅側からのP→Aの刺激は何を意味す

るのであろうか？

そこで上記の様に各グループにおける何らかの相

関関係を調べるため16種類のデーター全てを個々に

検証するのではなく、刺激を分類して考察する必要

が出てくる。

4.2分類別結果の考察

分類として､回転偏椅別に頭部回旋方向､CI刺激

方向､CIリスティングを絡めて考えてみる。その各

項目にいて左右の回転偏椅にlグループで4パターン

の変化率の平均値をそれぞれ求めて対比してみた。

計算方法は各自の変化率を合計して該当する人数で

割ったものである｡図の説明文中の①～⑯は表2のグ
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逆に一次的筋緊張が右側で起こり頭部が右回旋して、

二次的反射によりC1LP変位が起こっていると考え

るならば､｢緊張性頚反射の法則｣で考えると右下肢

伸筋の興奮が起こり､左回転偏椅することになる。こ

の左回転偏椅のCILPグループ(図3:最下段）は、

C1LPグループ(図3:2段目）よりも効果が悪い。よっ

てこのCI変位は回旋側の筋緊張が反射の発現元と

考えられるのではなかろうか。

という事になる。

分類②回転偏椅とCIリスティング

両回転偏椅において刺激とCI変位の修正がどの

ような関係があるかの平均値を求めた(図3)。
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分類③回転偏椅と01刺激の方向

両回転偏椅においてP→Aもしくは､A→Pいずれ

かの前後刺激を用いた左右どちらか一側のCI刺激

において左右差の平均値を求めた(図4)。

L:RP

｜ ’

L:LP

薄鵜

0204060 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 (％）

図3.回転偏筒とCIリステイング(rp;ci右後方回旋変位、

LPICI左後方回旋変位､R:RP①②③④､R:LP⑤⑥⑦⑧、

L:RP⑨⑩⑪⑫､LLP⑬⑭⑮⑯）

R:右刺激 Ｑ
）

７
〃

右回転偏椅のC1LP変位を修正するケースが群を

抜いて正中0°を越えて対側にまで偏椅している。こ

れは平衡バランスにおいては決して良いとは言えな

いが､回転偏椅を対側へ修正する刺激としては効果

的なのかもしれない。

環椎後頭関節の回旋については様々 な意見がり'7)、

頭部の左回旋が起こるとそのバランス修正のために

対側への回旋が起こると考えられるが､頭部の伸展

と右側屈が起こると考えた方がメカニズム的にはよ

さそうに思える｡その際に緊張する後頭下筋群とし

ては主に右上頭斜筋､右後頭直筋であろう。ここで

C1LP変位に一番関与している筋が左下頭斜筋とし

て考えると､LP変位であるなら緊張性頚反射に関与

する後頭下筋群である左下頭斜嬢筋の緊張により頭位

は若干､左回旋していることが考えられる'8｣91。

よって緊張性頚反射も前庭一脊髄反射も一次性の

後頭下筋群の緊張でも発現する反射と考えるなら

C1LP変位は左下肢伸筋の緊張をもたらすと考えら

れ右回転偏椅が予想される。これは緊張性頚反射の

法則に従うために､図3の様にその変位を修正するこ

とで反応が良いのであろう。

130R:左刺激

－

'8‘L:右刺激

|調L:左刺激

020406080100120140(％ ）

図4.回転偏筒とCI刺激の方向(R:右刺激①③⑥⑧、

R:左刺激②④⑤⑦､L:右刺激⑨⑪⑭⑯､L:左刺激⑩⑫⑬⑮）

両回転偏椅も右刺激において100に近い結果を示

しているが､偏椅側と対側からの刺激において変化

率が上回っているので理屈に反する｡つまり前庭系

充進側への過剰刺激となる。そこで刺激情報数でみ

てみると､変化率が多い右回転偏椅の左刺激､左回転

偏椅の右刺激のグループは前庭系充進側への刺激情

報数の総合計が多いグループであり、平衡バランス

が良いのは両回転偏椅とも右刺激である前庭系充進

側の刺激情報数の総合計が多いグループとなり、共

に刺激情報数の冗進側を刺激することが良い効果を

だしている。これは今回の焦点でもあるので後に考

察する。

86

“．:需腎“、『．．”癖….、読鏡“．､鍵鐸露:蕊霧謬認騨鍛謹…鯉．

恩寵熟…．‘…‐韓斡嬢錬鱒騨騒蕊蝿‘蝿、“,<;蕊難簿鐸i

霧蝿韓〉驚識，

識鞘灘

140



/り"rnalofJapα"釘eSocietyofClinicalChiropractic

環椎回旋可動域減少への刺激前後にみる平衡バランスの変化
一右大脳優位性の視点から一……･･･……荒木寛志

分類④頭部回旋方向と01刺激の方向①

回転偏椅側に関らず､どちらかに頭部を回旋する

として､頭部回旋側からのCI刺激である「同側刺激主

と頭部回旋側と反対側のCI刺激である｢対側刺激妄

においての平均値を求めた(図5)。

すいということになるのだろうか？また変化率の悪

かった左回転偏椅でのP→Aの刺激はC1LP修正で行

われるカイロプラクティックAdjustmentの高速低

振幅のスラスト方向である｡筋紡錘へのアクテイベ

ータ一刺激と、関節まで刺激する高速低振幅のスラ

ストには違いがあるのだろうか？これら2つは後に

論議する。
R:同刺

R:対刺
貝
〕

Ｑ
）R:A→畠員

L:同刺
95R:P→異

L:対刺

|"，L:A→P

020406080100120140160(％）

図5.頭部回旋方向とCI刺激の方向(同刺;同側刺激､対刺;対側刺激、

R:同側②③⑥⑦､R:対側①④⑤⑧､L:同側⑩⑪⑭⑮､L:対側⑨⑫⑬⑯）

36L:P→A

020406080100120

図6.頭部回旋方向とCI刺激の方向(A→p;前方から後方への刺激、
P→A後方から前方への刺激､R:A→P②④⑥⑧、

R:P→A①③⑤⑦､LA→P⑩⑫⑭⑯､LP→A⑨⑪⑬⑮）左回転偏椅における同側刺激と対側刺激に大差が

表れた｡右回転偏椅では対側刺激､左回転偏椅では同

側刺激が変化率が高い｡刺激情報数でみてみると、こ

の場合の右回転偏椅は冗進側と低下側への一方的な

偏りのないグループであり、左回転偏椅では回転偏

椅する前庭系の低下側か充進側への3重刺激である。

これは低下側への賦活効果と冗進側への抑制効果で

あるかもしれない｡この抑制効果は両側の前庭神経

核群が交連線維により、左右の相互連絡がある20)と

いう制御機構なのだろうか｡それならこの制御機構

が働きやすくする刺激はどのようなものであろうか？

分類③と|司様に刺激情報数に関係があるように感じ

られる。これらの論議は後述する。

分類⑥頭部回旋方向と01刺激の方向③

頭部回旋してからCIの刺激をグループ①､②のよ

うに頭部左回旋でC1RPを頭部の回旋に従うように

右側からP→A､もしくは左側からA→Pの刺激を｢順

応型｣､グループ③､④のように頭部右回旋でC1RPを

頭部の回旋に逆らうように右側からP→A､もしくは

左側からA→Pの刺激を「ツイスト型｣として平均値

を求めた(図7)。

r
R:順躍

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

式105
灘｡］

R:ツイ

72

Ｉ分類⑤頭部回旋方向と01刺激の方向②

回転偏椅別にCI横突起をA→P､P→Aの2種類の刺

激方向で計測し平均値を求めた(図6)。

平衡バランス最良が100％で考えると右回転偏椅

側に効果が上回るようであり、A→P､P→Aでみると

同率なので方向'性には関係はあまりないようである。

これは右回転偏椅が平衡バランスにおいて修正しや

L順応

'72L:ツイ

| ’Ⅱ

0204060801001.要

図7．頭部回旋方向とCI刺激の方向(順応;順応型､ツイ;ツイスト型、
R:順応①②⑤⑥､R;ツイ③④⑦⑧､L:順応⑨⑩⑬⑭､L:ツイ⑪⑫⑮⑯》

右回転偏椅ではツイスト刺激も順応刺激も100に
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近い数値となり、左回転偏椅では両刺激とも変化率

が劣る。これも分類⑤の右回転偏椅の修正がしやす

いということと重複する｡一般に行うカイロプラク

ティックAdjustmentの高速低振II幅のスラストは頭

部回旋側と反対側からの刺激である｢順応型｣に属す

るが､ヒトでも中心頚髄核から反対側の前庭神経系

を興奮させるなら､変化率の悪かった左回転偏椅では、

順応型においても高速低振'幅のスラストによる効果

が期待できるかもしれない。

分類⑦高速スラストによる効果

今までの分類以外に､4グループ合計19人(平均年

齢47歳､最高齢69歳､最低齢14歳､男性4人､女性15人、

他の条件もアクテイペーターのグループと同じ､刺

激においての重複者はない）への高速スラスト

Adjustmentにおいて平均値を求めた(表3,図8)oRP

では頭部左回旋で右後方からのAdjustment刺激、

LPでは頭部右回旋で左後方からのAdjustment刺激

である。

R『RP:Ad

R:LP:Ad

L:RP:Ad

L:LP:Ad墨＝
蕊鐸欝蟻

晶一一磯溝
ミ金魚頚蕊“藻

緯も窯

識・＃

1（

05010 0 1 5 0 2 0 0 2 51

図8.高速スラストによる効果

(R:RP;右回転偏1奇C1RP,R:LP右回転偏1奇CILP、
lrp;左回転偏筒C1RP､LLP左回転偏筒CILP,Ad;高速スラスド

％）

緊張性頚反射の法則に従う右回転偏椅でのC1LP.

左回転偏椅でのC1RPにおいて高速スラストでは同

じように60％弱の効果が出ているが､極端に同側へ

移行したのがC1LPへの高速スラストである。これと

同様の刺激となるアクテイペーターでの刺激は全デ

ーター中､唯一悪化している表2分類⑬である。この

88

正反対になる結果は関節への刺激情報がどのような

影響を与えているかという焦点になりそうである。

今までの考察では､右刺激が良いとか前庭系優位

側への加重刺激が良いとか､的を射ていない｡そこで

もう少し別の考えで推測してみたいと思う。それは

左右の感覚入力を受け取り運動出力に変換する大脳

の左右差である。

5.大脳の左右の1蔓位差からの考察

5.1感覚入力と運動出力

刺激における半球の脳波活動は､左半球の場合は

右半身のみで誘発され､右半球は左右に関わらず全

身で誘発されることから真の優位半球は右脳と言わ

れている2')｡言い換えれば､右からの刺激は左右の大

脳半球が興奮し､左からの刺激は右大脳のみが興奮

することになる｡つまり右大脳（＝左小脳)劣位では

左右どちらからの刺激でも興奮する。ところが左大

脳(＝右小脳)劣位では右からの刺激で興奮するが、

その刺激は右大脳も興奮するので､刺激効果は減少

すると考えられる。

左半身

図9.両半球の感覚入力と運動出力の優位性
（実線:感覚入力､点線:運動出力）

運動出力でみてみると右利き､左利きでの第1次運

動野の活動を1993年にKimetal.がfMRIで測定した。

右第1次運動野は右利き左利き関係なく、左指の運動

で主に活動し､右脳支配が優位であり、左第1次運動

野は左利きでは右脳支配優位であるが､右利きでは



右指でも左指でも活動することを明らかにした221.

以上の感覚入力と運動出力の関係を図式にしてみる

と図9のようになり､左大脳が左右の運動を満遍なく

繊細に支配し(特に屈筋)､右大脳は軸足(特に左伸筋）

などのしっかりとした運動を担っていることを示す

と思われる。これは前述の右大脳が左軸足の姿勢脳

であることを示唆している。

図9の解釈として､左大脳は分散された入力で興奮

して運動出力が左右､つまり全身へ伝えられ（ラン

スの良い平衡機能が生まれる。ところが､右大脳の興

奮入力は左右どちらからでも入るが､運動出力は左

下肢伸筋へと優位に伝わり、右回転偏椅を起すこと

になる。

これらのことから､右大脳優位で左軸足､そして正

常枠内の右回転偏椅があるぐらいが正常という考え

が自然であるように思えるが言い過ぎだろうか｡こ

の考えでいくと右大脳機能優位で右回転偏筒する場

合より、左大脳機能優位で左回転偏椅を修正するこ

とが平衡バランスにおいては重要になってくる。

5.2刺激の効果

右大脳半球優位(左軸足)は左大脳半球と右小脳の

劣位を来たし､左下肢伸筋が優位に興奮して右回転

偏椅となる｡その場合､機能劣位の左大脳へは右側か

らの刺激でのみ興奮させうることになるが､この右

刺激は左右の大脳へ興奮を伝えるので結果的に､両

側の小脳へも興奮が送られる。よって右刺激はどち

らの回転偏椅でもバランスの良い効果となるはずで

ある｡確かに左右の刺激を比較した分類③では両回

転偏椅も右刺激のグループにおいて平衡バランスの

効果が良かった｡加えて前庭系の充進側への過剰刺

激は変化率が高かった。

以上のことから右刺激における両大脳への興奮が

カギとなる｡つまり左大脳の興奮は運動出力として

左右に分散されてバランスの修正に効果を示す傾向

があり、右大脳の興奮は姿勢脳としての平衡バラン

/り"'"αlof〃やα"釘eSocたりofClinicalChiropractic

環椎回旋可動域減少への刺激前後にみる平衡バランスの変化
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スを機能させている。また前庭系の冗進側への加重

刺激は両側の前庭神経核群が交連線維により、左右

の相互連絡があるという制御機構が働いているので

あろう。

ところで関節刺激である高速スラストであるが、

右回転偏椅では変化率にあまり差はないが､左回転

偏椅のC1LPをP→Aへ高速スラストする変化率は

197%となり過剰な反対側への変化を示した｡これと

同じ条件でのアクテイペーター刺激は表2の⑬であ

るが唯一悪化している。同じ条件で両極端な結果に

なったのは何故だろうか？そして左回転偏椅におい

て関節への刺激が変化率を逆転させたものは何だろ

うか？そこで関節への刺激がどのような影響を与え

ているかを考えられる刺激情報数を以下の4つに分

けて､同じ刺激の条件である表2の①､⑤､⑨､⑬と対

比してみる(図10)。

a:高速スラストでの関節刺激が中心頚髄核を介

して対側の小脳へ興奮を送るものと考えると、冗進

側と低下側の刺激情報数の2が3になるだけで変化率

が逆転しそうにならない。

b:この中心頚髄核から対側の前庭系の興奮を起

すのではなく、高速スラストした側の筋紡錘と関節

から2つ刺激が起こって同側の前庭系を興奮させる

と仮定すると、高速スラストでの刺激情報数は充進

側と低下側の全てが同数の2となる。この全てのグル

ープが均衡に賦活化された状態では､姿勢脳である

右大脳が優位に働くとすると刺激後は右回転偏椅が

起こりやすくなるので左回転偏椅は修正されやすく

なる｡そうなると左回転偏椅のC1RPの高速スラスト

とアクテイベーターでもほとんど差がないので関節

刺激の効果の裏付けができない。

C:高速スラスト側の筋紡錘よりも関節からの刺

激が同側の前庭系に与える影響が強いと考えて関節

刺激情報を2ポイントとするなら､表3の前庭系冗進

側への刺激情報数は1が3になり関係が逆転するので：

日本カイロプラクティック徒手医学会誌”
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過大に右回旋偏椅を増大させるのは優位状態の右大

脳がさほど興奮せず､姿勢脳として機能を充分発揮

できず左下肢伸展の興奮を起すのみとなったのだろう。

この姿勢脳である右大脳が優位状態の右回転偏椅では、

刺激が多いと適度に良い反応をし､少ないと過剰反

応を起す傾向があると推測する。

左回転偏椅でのC1RPへの右刺激では優位状態で

ある左大脳への理想とはいえない過剰刺激となるが、

充進側の情報数が多くても少なくても適度に平衡バ

ランスを保つように機能する。この右刺激は劣位状

態である姿勢脳の右大脳と優位状態である左大脳と

へ分散入力されるのでバランス良<維持できている

のであろう。

次にC1LPへの左刺激は右大脳劣位＝左小脳劣位

への理想の刺激であるが､この姿勢脳である右大脳

が劣位状態の左回転偏筒では､右回転偏椅する右大

脳優位の状態と違い理想な刺激でも多すぎると興奮

しすぎて過剰反応を起こし､大きく増加してしまう。

少なすぎると右大脳は姿勢脳としてのバランスを発

揮できず逆に悪化する傾向があると推測する。

これらの推測は表2の結果と比較しても左回転偏椅

の一部を除いて当てはまる。

新たな推測が生まれるかもしれない。

d:高速スラストで瞬間的な回旋刺激を止めた後、

リンパの'慣性から回旋側と反対側へと流れ､前庭系

を刺激すると考えてもCと同じ結果になる。

以上の考えからC､Dの考え方が良いようである。

この逆転状態を図9の入力と出力の関係から表3で考

えてみることにする。

表3:関節刺激を2ポイントとする刺激'情報数での効果

(①⑤⑨⑬は高速スラスト刺激に該当するアクティベータ一刺激のグループ、

☆は刺激した側）
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図10.高速スラストによる効果とアクティベータ一による効果の比較
(R:RP;右回転偏筒C1RP､R:LP右回転偏筒CILP，

lrp;左回転偏筒C1RP､LLP左回転偏椅CILP､Ad;高速スラスト、
黒棒;高速スラスト､白棒;アクティペーター）

5.3要約

以上の考察を要約し､次の8点にまとめてみた。

①両回転偏椅は前庭系の刺激情報数は左右に分散

しているよりも充進側もしくは低下側の一側に偏っ

た場合を刺激する方が平衡バランスの調整は効果が

良い傾向がある(若干､前庭系充進側への刺激が良い)。

②右回転偏椅(右大脳優位＝左大脳劣位)は左刺激

による姿勢脳である右大脳を更に興奮させる刺激で

も右刺激による左右の大脳を興奮させて左大脳から

の左右への出力および右大脳からの姿勢脳の両機能

働かせてもどちらも良い結果になる傾向がある。

③左回転偏椅(左大脳優位＝右大脳劣位)は刺激の

方向が難しい傾向にある。

右回転偏椅でのC1RPへの右刺激では左大脳劣位

＝右小脳劣位への理想の刺激であるが､刺激する右

低下側の情報数が多いほうが良いのは右刺激により

左右の大脳を賦活させ平衡バランスをとっていると

考えられ､情報数が少ない方に効果が悪いのは､その

効果が少ないためだと考えられる。

次にC1LPへの左刺激は優位状態である右大脳へ

の理想とはいえない過剰刺激となるが､情報数の多

い方への刺激が右大脳を更に興奮させて姿勢脳とし

ての本領を発揮し平衡バランス効果を発生させたた

めだと考えられる｡左刺激で情報数の少ない刺激が

りり
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④右側刺激は左右の大脳を賦活させ､左刺激より

も平衡バランスに貢献する傾向がある。

⑤左刺激は右大脳が優位な状態において加重刺激

が平衡バランスに貢献する傾向がある。

⑥ヒトにはネコのような中心頚髄核から対側の前

庭系の興奮を起す経路はなく、関節刺激は筋紡錘刺

激よりも刺激側の前庭系･小脳をより多く興奮させ

る傾向がある。

⑦右大脳は出力が左右に分散しないが平衡バラン

スにおいて優位状態では更に優位にする過剰な入力

刺激を受けたほうが､姿勢脳としての働きが前庭神

経核群の相互連絡を強く活動させ､うまく調節して

いるようである。しかし劣位状態になると刺激の入

力に対して極端なアンバランスの結果が生じてしま

う傾向がある。

⑧左大脳は出力が左右に分散されるのであるが、

右大脳が優位でない場合､刺激の入力に対して極端

なアンバランスの結果が生じてしまう傾向がある。

6.今後の課題と結語

今後の課題として刺激部位の判定をCI回旋可動

域に限局したが､側屈や側方変位とC2における影響

や対象者の生活環境､四肢関節の問題や仙腸関節

Fixationなどの関与も考慮する必要があろうし､更

にA→P､P→Aの考察も深く行う必要もある。また実

際に舷量のある前庭迷路の異常者への効果もカイロ

プラクティック治療効果の証明としてより多くのデ

ーター数で比較再調査できればと思う。

最後に刺激による脳への感覚入力と､そこから発

生する運動出力において左右差があることが示唆さ

れた。ヒトの身体は左右均等で機能しているという

よりも、その大脳の左右の特'性においてバランスを

司っているのではなかろうか｡以上､今後の研究の参

考にしたいと思う次第である。

/ひ"γ"α/q〃"”"釘2SocietyofClinicalGｹかopracttc

環椎回旋可動域減少への刺激前後にみる平衡バランスの変化

－右大脳優位性の視点から一・…･…･……荒木寛志
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