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【総説】

前庭系を介する起立時の血圧調節とその可塑的変化

森田啓之
（東海学院大学，岐阜大学）

要

約

重力・回転加速度の感知器官である前庭器は，眼球運動や姿勢制御に関与するだけでなく，交感神経を介する血圧調
節にも関与している。臥位から立位に姿勢変換すると，重力方向が変化し，長軸方向の静水圧差が拡大して，血液が下
方シフトし，静脈還流量と心拍出量が減少して，血圧が低下する。同時に，この重力方向の変化により前庭系が刺激さ
れて，反射性に交感神経活動が増加し（前庭－交感神経反射），血圧が上昇する（前庭－血圧反射）。しかし，前庭系を
介する血圧調節系は血圧変化に基づいた血圧調節ではなく，重力変化に基づいた血圧調節であるため，制御誤差が生じ
る。この制御誤差は，negative feedback 調節系である圧受容器反射により補正される。このように，前庭系と圧受容
器反射は協働して姿勢変換時の血圧維持に関わっている。しかし，前庭系は可塑性の強い器官であり，前庭系への日々
の入力が低下するような環境―宇宙の微小重力環境―では，前庭－心血管反射の調節力が低下する。このことが，微小
重力環境から帰還後の宇宙飛行士にみられる起立性低血圧に関与している可能性がある。
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はじめに

宇宙から帰還後の起立性低血圧

側頭骨の内耳骨迷路に存在する前庭器は，耳石器と半

2006 年 9 月 22 日，12 日間の宇宙飛行を終え，前日

規管で構成されている。耳石器は，垂直に配列されてい

地上に帰還した宇宙飛行士の歓迎式がテキサス州ヒュー

る球形嚢と水平に配列されている卵形嚢からなり，耳石

ストンのエリントン空港格納庫で行われていた。

のずれにより引き起こされる感覚毛の傾きから，直線加

Heidemarie Stephanyshyn-Piper 宇宙飛行士が観客を

速度（重力）や頭部の傾きを感知する。一方，半規管は，

前に挨拶を述べていた時，目がうつろになり言葉が途絶

互いに直交する外側，前，後半規管で構成され，リンパ

えて，両脇を抱きかかえられるようにして崩れ落ちた

流により引き起こされる感覚毛の傾きから，回転加速度

（ https://www.youtube.com/watch?v=tK40WwEe1Qc ，

を感知する。これら末梢受容器からの情報は，前庭神経

図 1）。失神発作である。数十秒間横になった後，彼女は

を介して中枢に送られ，眼球運動（前庭－動眼反射）や

立ち上がり再び笑顔で挨拶を始めたが，またしても失神

姿勢制御（前庭－脊髄反射）に関与している[1, 2]。さら

発作を起こしてしまった。彼女に付きそいサポートして

に最近では，交感神経を介する血圧調節や筋・骨代謝に

いた NASA のフライトサージョンは，「彼女は健康であ

も関与していることが報告され，その多彩な身体機能調

る。彼女に起こったような症状は，宇宙飛行士が地上に

節に注目が集まっている[3-8]。しかし，一方で，前庭系

帰還した後，地上の重力環境に再適応しようとしている

は可塑性が強いことが知られており，異なる重力環境に

際にみられる，極めて正常な応答である。
」と述べた。彼

曝されるとその機能が変化することが考えられる（可塑

女に起こった失神は，いわゆる立ち眩みと呼ばれるもの

的変化）[9, 10]。この前庭系の可塑的な変化が，宇宙飛

である。起立に伴い動脈血圧が低下して，脳の血流が低

行に伴う医学的諸問題—重力酔い，平衡機能障害，起立

下し，十分な量の血液が脳に供給されなくなることに起

性低血圧，筋・骨量減少—に関与しているのではないか

因する，一時的な意識消失発作である。

との仮説のもと，私たちは研究を進めている。このうち
本稿では，宇宙から帰還後の宇宙飛行士にみられる起立
性低血圧における前庭系の関与に焦点を絞り，解説する。
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交感神経活動が増加すると，血管平滑筋が収縮する。血
管平滑筋収縮が細動脈で起これば血管抵抗が増加し，静
脈で起これば平均体循環充満圧が増加して静脈還流量が
増加して心拍出量が増加する。これらはともに血圧上昇
に働く。神経性調節機構のうち圧受容器反射が重要なの
は異論のないところであるが，それに加え，前庭－血圧
反射の重要性が明らかになってきた。
起立時の血液シフトによる動脈血圧低下は，頸動脈洞
図 1．失神発作を起こした Heidemarie Stephanyshyn

と大動脈弓にある圧受容器により感知され，反射性に交

-Piper 宇 宙 飛 行 士 。 CNN ニ ュ ー ス を も と に し た

感神経活動が増加し，血管抵抗を増加させることで動脈

YouTube への投稿：https://www.youtube.com/watc

血圧の維持を図る。起立性低血圧を発症する宇宙飛行士

h?v=tK40WwEe1Qc より。

では，この反射弓のどこかで情報伝達のゲインが低下し

9－14 日間の宇宙ミッションを終えた宇宙飛行士の

ている可能性が考えられる。

64%（14 人中 9 人）に起立性低血圧の症状がみられ，宇

一方，起立動作時には，重力の大きさや方向の変化と

宙ミッションの長期化（129－190 日間）により起立性

いう情報が前庭器で感知され，反射性に交感神経活動が

低血圧の発症率が増加することが報告されている[11,

増加して血圧が上昇する（前庭－血圧反射）
。この反射は，

12]。現在，国際宇宙ステーション長期滞在やヒト火星探

重力方向が変化すると，血液シフトにより血圧が変化す

査などの長期宇宙ミッションが計画されていることから，

る前に迅速に働き，起立による血圧低下を防ぐ

起立性低血圧発症のメカニズム解明とその対策が急務で

feedforward 的な調節機構である。しかし，その調節は，

あり，発症原因として，神経性動脈血圧調節機構の調節

血圧変化に基づいた血圧調節ではなく，重力変化に基づ

力低下，心収縮性の低下，血液量の減少などが提唱され

いた血圧調節であるため，制御誤差が生じる。この制御

ている[13, 14]。

誤差は，feedback 調節機構である圧受容器反射により補
正される（図 2）[3]。このように，前庭系と圧受容器反

起立時の血圧調節

射は，協働して，また相互に影響を及ぼしあいながら，

姿勢変換に伴う重力方向の変化は，地球上で生活する

起立時の血圧を維持している。

私たちにとって，最も日常的で最も重要な心・血管系に
対する外乱である。その影響の鍵は，重力変化に伴う静
水圧―静止した液体の重量（質量×重力）によって生じ
る圧―の変化である。例えば，臥位から立位に姿勢を変
えると，循環系の長軸方向と重力方向が一致するため，
下半身の静水圧が増加して静脈が拡張し，約 500 mL の
血液が下半身に蓄積する。その結果，起立直後の 15 秒
間で胸腔内の血液量が 20％減少して心充満が減少し，心
拍出量が減少して血圧が低下する。起立による血液シフ
トはこれだけでは終わらない。下半身の毛細血管の濾過
圧が上昇するため，血管内から血管外へ，血漿成分の漏
出が起こる。起立後 10－20 分で， 400－500 mL の血

図 2．起立時の神経性血圧調節：圧受容器反射と前庭－

液が失われ，血圧はさらに低下する[15]。これらの変化

血圧反射のブロック線図。起立による重力方向の変化を

は，循環調節機構により速やかに補正されるため，健常

感知した前庭系は，血液の下方シフトによる血圧低下が

人では起立による血圧低下はほとんど認められない。

起こる前に，交感神経を介して血圧を上昇させる
feedforward 的な調節機構として働く。

起立時に働く血圧調節機構のうち特に重要なものは，
神経性調節機構である。神経性調節機構の遠心路は交感
神経活動の増加であり，主な効果器は血管平滑筋である。
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ば（VL+SAD），交感神経活動は変化せず，血圧は 10

前庭－血圧反射
意識下・自由行動下のラットを 3 g の過重力に暴露す

mmHg 程度低下する。一方，前庭反射だけが働く場合

ると，交感神経活動が増加して血圧が上昇する（図 3 左

（SAD），交感神経活動は大きく増加し（前庭－交感神

上段と右の Intact）[3]。この交感神経活動増加は，両側

経反射），血圧も大きく上昇する（前庭－血圧反射）
。圧

前庭を破壊（VL）し，圧受容器からの求心神経（頸動脈

受容器反射と前庭反射の両方が働く場合（Intact），交感

等神経と大動脈神経）を切断（SAD）したラット（図 2

神経活動増加と血圧上昇は，前庭反射だけが働く場合と

上段右の VL+SAD）では完全になくなることから，過重

比べて小さく抑えられることから，圧受容器反射は前庭

力暴露時の交感神経活動増加には，前庭反射と圧受容器

反射により引き起こされる交感神経活動増加と血圧上昇

反射が関与していることが分かる。両反射が働かなけれ

をバッファーしていることが分かる。

図 3．3 g 暴露に対する血圧と交感神経活動の応答。左：上段は，Intact，すなわち圧受容器と前庭が正常なラット，
下段は，SAD (sinoaortic denervation)，すなわち前庭は正常で圧受容器の求心神経を徐神経したラット。右：3 g 暴
露に対する交感神経活動とΔ血圧（血圧の変化分）の経時的変化。正常群 (Intact)，圧受容器徐神経群 (SAD)，前庭破
壊 (vestibular lesion)＋圧受容器徐神経群 (VL+SAD)。VL+SAD 群では，3 g 暴露に対しても交感神経活動が変化しな
い。すなわち，3 g 暴露に対する交感神経活動変化は，前庭器と圧受容器を介する反射であることが分かる。文献[3]よ
り改編。
は，前庭－血圧反射と圧受容器反射が働いて血圧を維持

圧受容器反射と前庭－血圧反射は，過重力暴露だけで

していることが分かる。

なく，自発的な姿勢変換時の血圧調節にも関与している
ことを，自由行動下のラットを用いて調べた。ラットが
自発的に立ち上がった時の典型的な血圧応答を図 4 に示
す。前庭系と圧受容器がともに正常なラットでは，その
血圧は比較的保たれている。しかし，前庭破壊ラットお
よび圧受容器除神経ラットでは，それぞれ立ち上がり直
後に 9.4 ± 0.6 mmHg 及び 14.7 ± 1.0 mmHg の血圧
低下がみられる[16]。前庭を破壊し，圧受容器を除神経

図 4．ラットの自発的な立ち上がり時の血圧応答の典型

したラットでは，さらに大きな血圧低下（21.0 ± 1.0

例。文献[16]より改編。

mmHg）がみられる。従って，ラットの立ち上がり時に

ヒト起立時の動脈血圧維持における前庭－血圧反射の
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役割に関し，Tanaka 等は耳介後部の体表から末梢前庭

が，宇宙から帰還後の宇宙飛行士にもみられる。

系を電気刺激（galvanic vestibular stimulation, GVS）

宇宙の微小重力環境では回転加速度と直線加速度は保

して，重力変化に伴う前庭系への入力をマスクする方法

たれるが，頭部の傾きによる耳石器への入力は消失する。

により，受動的 60°起立時の血圧維持における前庭－血

その結果，微小重力環境下では半規管への入力は保たれ

圧反射の役割を調べ，前庭－血圧反射は 15 mmHg 程度

るが，耳石器への入力は減少すると考えられる。その環

の昇圧に寄与していることを報告した[17]。また，耳鼻

境において，空間での位置を認識し，種々の調節作用を

科外来受診者を対象に起立試験を行い，前庭機能と起立

行うために，前庭系は自身の機能を変化させる必要があ

直後の動脈血圧低下の相関を求め，半規管機能 (canal

る。宇宙飛行に伴う前庭機能の変化については，1980

weakness) と起立時血圧低下には相関がないが，耳石機

年代にスペースラボで行われた European vestibular

能 (subjective visual vertical test) と起立時血圧低下

experiments，Canadian vestibular experiments をはじ

には有意な相関が認められることを報告した
（図 5）[18]。

め，多くの研究成果が発表されている[21, 22]。その主な

すなわち，耳石機能の悪いヒトほど，起立時直後の動脈

ものは，前庭－眼反射や前庭－脊髄反射に着目したもの

血圧低下が大きくなることが示された。

であり，帰還後にそれらの反射機能が低下することが報
告されている。Hallgren 等は，国際宇宙ステーションに
6 か 月 間 滞 在 し た 宇 宙 飛 行士 を 対 象 と して ，ocular
counter-rolling により評価した前庭機能の低下と起立時
の血圧低下の間に有意な相関があることを報告した（図
6）[23]。これは，帰還後に前庭機能が低下している宇宙
飛行士ほど起立時の血圧が低下することを示す初めての

図 5．半規管機能（左の横軸），耳石機能（右の横軸）

報告である。

と起立時の血圧応答（縦軸）の関係。両機能とも右方に
行くほど機能低下。文献[18]より改編

前庭－血圧反射の可塑的変化
前庭系は可塑性の強い器官であることが知られており，
異なる重力環境下ではその働きが変化する可能性がある。
私たちは，過重力環境下で飼育したラットでは前庭－血
圧反射の調節力が低下することを報告した[9, 10]。この

図 6．宇宙飛行前後での前庭機能の変化（横軸）と起立

低下は，過重力そのものではなく，過重力環境下では日

時の血圧応答の差（縦軸）
。横軸は，右方に行くほど帰還

常の行動が抑制され，前庭系への日々の入力が減少する

後の前庭機能が低下することを表す。縦軸は，下方に行

ことが原因である use-dependent plasticity であると考

くほど帰還後の起立時血圧が低下することを表す。文献

えられる[19, 20]。実際，前庭系への入力の指標である頭

[23]より改編。

部の動きは，過重力環境下では 1 g 環境下の 10—20％程

私達は， 4－6 か月間国際宇宙ステーションに滞在し

度に抑制される[19]。被験者実験でも同様であり，日常

た宇宙飛行士を対象として，より直接的に前庭－血圧反

の身体活動が低下している高齢者では，GVS の有無にか

射の大きさを評価した[24]。前述の GVS 有，GVS 無で

かわらず，起立時に血圧が 20 mmHg 程度低下する[17]。

60°起立を行い，血圧応答の差から前庭－血圧反射の大

この実験結果は，高齢者の前庭－血圧反射の調節力がほ

きさを推定し，飛行前・後で比較した（図 7）。宇宙飛行

ぼゼロであることを意味しており，高齢者でしばしばみ

前には，GVS 無で 60°起立直後に血圧が上昇するが，

られる起立性低血圧の原因に前庭機能の低下が関与して

GVS 有では低下した。この血圧応答の差（図 7 の灰色の

いる可能性を示唆している。

部分）が前庭－血圧反射の大きさを表す。帰還 1－4 日
後および 2 週間後には起立直後の血圧上昇はみられず，
GVS 無と GVS 有の差はなくなった。
帰還 2 か月後には，

宇宙飛行に伴う前庭の可塑的変化
過重力環境でみられた前庭系の可塑的変化と同じ現象

起立直後の血圧上昇がみられるようになり，灰色の部分
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が回復した。以上の結果から，帰還直後には前庭－血圧

Promotion of Science (15K11916, 18K06850) および

反射は全く働かなくなり，その回復に 2 か月を要するこ

Japan Aerospace Exploration Agency の援助を受けて

とが分かった。

実施した。
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Vestibular mediated arterial blood pressure control at standing and its
plastic alteration
Hironobu Morita, MD & PhD

Tokai-gakuin University, Gifu University

Abstract
The vestibular organ, which perceive linear acceleration (gravity) and rotational acceleration, is
involved not only in ocular movement and body stability, but also in blood pressure regulation via
the sympathetic nerve. When the posture is changed from recumbent to standing, the direction of
gravity changes, the hydrostatic pressure difference in the longitudinal direction increases, blood
shifts downward, venous return and cardiac output decrease, and blood pressure decreases. At the
same time, this change in the direction of gravity stimulates the vestibular system and reflexively
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increases sympathetic nerve activity (vestibulo-sympathetic reflex) and raises blood pressure
(vestibulo-cardiovascular reflex). However, since this blood pressure control system regulates blood
pressure not based on the blood pressure change but on the gravitational change, a control error
occurs. This control error is corrected by the baroreceptor reflex, which is a negative feedback
control system. Thus, the vestibular system and baroreceptor reflex work together to maintain
blood pressure during postural changes. However, the vestibular system is highly plastic, and in
an environment where the daily input to the vestibular system is reduced—the microgravity
environment of the universe—the sensitivity of vestibulo-cardiovascular reflex is reduced. This
may be related to the orthostatic hypotension seen in astronauts after returning from the
microgravity environment.
Keywords : vestibulo-cardiovascular reflex, hypergravity, microgravity, plastic alteration of
vestibular system, orthostatic hypotension
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