
脳卒中後の姿勢定位障害に対する
リハビリテーションの理論と実践

福島県⽴医科⼤学
阿部 浩明

ー各種姿勢定位障害の相違, Lateropulsionに対するリハビリテーションー

リハオンデマンド Liveセミナー 脳卒中後の前額⾯上の姿勢定位障害

Pusher現象(Pusher Syndrome) 

Lateropulsion（側⽅突進）

Thalamic astasia

Listing 

Backward disequilibrium
後⽅へ傾斜する症例は上記とは異なる
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脳卒中後の姿勢定位障害の特徴

Margaret L R, Journal of Neurological Physical Therapy  2004 modified 

特 性 Pusher現象 Thalamic
astasia Lateropulsion listing

押す⽅向
バランスを崩
す⽅向

⿇痺側に
倒れ積極的に

押す
後⽅or⿇痺側
へ傾斜

病巣側へ
傾斜

（対側あり）
⿇痺側へ
傾斜

病 巣
視床後外側部
中⼼後回⽩質
島葉後部

視床後外側部 延髄（脳幹） 調査なし

⽚⿇痺の
重症度 多くは重度 軽度・なし 通常は

運動失調
あり

（調査なし）

視覚的
垂直定位 ばらつく 調査なし ⾝体軸傾斜側

に偏倚 調査なし

姿勢的
垂直定位 障害あり 調査なし 正常範囲 調査なし
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Thalamic astasia(失⽴症）
床上後外側部および視床の上部⽩質に⽣じた病変により⽴位坐位保持障害を呈し⾃
然軽快する稀な症候で、それを説明できる運動⿇痺や感覚障害がはっきりしない。
視床腹外側核後側の，⼩脳・脊髄視床･前庭系からの求⼼路（とくに⼩脳室頂核から
の求⼼路）と，中⼼前回への遠⼼路障害を推定し，病変部位として視床上後外側部
と視床の上部⽩質を挙げている．
この線維が両側性⽀配であるためにastasiaが早期に改善すると推定されている．

15症例（脳梗塞6例，出⾎7例，腫瘍2例）
画像︓13例CT，2例剖検 Masdue & Gorelick. 1988

症例紹介

本症例は⽚⿇痺，感覚障害とも軽度であったが、起⽴･⽴位保持が著しく困難となった．
責任病巣は視床後外側部および上部⽩質で，約1ヵ⽉後に歩⾏⾃⽴した．
責任病巣，⾝体所⾒および経過がほぼ⼀致した．

＜意識レベル＞
JCS:0

＜運動機能＞
軽度右⽚⿇痺あり（Br-Stage上肢︓Ⅵ,⼿指︓Ⅵ,下肢︓

Ⅴ）．
⿇痺側の股関節外転筋⼒のみMMT3，他は4~5．
指⿐指試験，踵膝試験では軽度の企図振戦あり．
極軽度の構⾳障害があったが早期に消失．

＜⾼次機能＞
注意障害，⾔語機能障害，記憶障害なし．

＜感覚＞
深部覚，表在覚，振動覚とも正常．

＜基本動作＞
⽴位では動揺し⿇痺側後⽅へ転倒するため要介助．

阿部ら︓理学療法領域における神経画像情報の活⽤. PTジャーナル 2008(12)

Listing(listing phenomenon)
脳卒中後に⿇痺側に⿇痺した側に倒れる症例が存在し、介助して正中にして
いるがその介助がなくなると⿇痺側に傾斜し始める症例が存在する。介助な
しとなると、磁⽯によって引き寄せられたかのように、患側に向かって傾斜
し始めると表現される。
Pusher現象の患者のように積極的に押さないし、傾斜していることを⾃覚
しているが、このような患者は発症早期は⾃⼒で姿勢保持できないことが多
い。多くの患者は⾮⿇痺の⼿で何かに捕まろうとしてそれ以上傾斜しないよ
うにしている。この点がpusher現象とは異なる。

古くからlistingという⾔葉が使われているが必ずしも明確な定義があるわけ
ではない。研究者によってはpusher現象と同じように使⽤している者もい
るが、近年では異なる現象として扱う傾向がある。
Pusher現象例は改善してくると必ずと⾔っていいほどlistingになる。両者
を明確に区分できないかもしれないが、押す現象が無くなったpusher現象
例やSCPという評価基準でカットオフ値以下だが傾斜するような症例が該当
すると考えられる。



Lateropulsionとは

著しい姿勢定位障害を呈する。
脳幹損傷の場合、病巣と同側へ傾斜する。

運動⿇痺は呈さない。
運動失調や温痛覚障害を伴うことが多い。

Arch Neurol 2007

通常、延髄外側部梗塞後に出現する
Wallenbergʼs syndromeでみられる現象

Dietrich ＆ Brandt Ann Neurol 1991

<Pushingとの相違点>
上下肢を使⽤して押す事はない
修正への抵抗を⽰すことがない

Karnath J Neurol. 2007

延髄後外側部梗塞
Lateral Medullary Infarctions (LMIs)

Horner 症候群
同側顔⾯と対側上下肢の表在感覚鈍⿇
構⾳障害
嚥下障害、嗄性
めまい、嘔吐
同側性四肢失調
同側性のlateropulsion

Yi et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry . 2004
Arai . J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004 

Maeda et al. Intern Med. 2005 
Kim et al. J Clin Neurol. 2007 

延 髄
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脳MRI 正常解剖 高橋昭喜著

CST︓⽪質脊髄路 CTT︓中⼼被蓋路 MLF︓内側縦束 VIII C︓蝸⽜神経核
MLF︓内側縦束 Py︓錐体 GN︓薄束核 NA:疑核 ⅩD:迷⾛神経背側核
ML:内側⽑帯 ICP︓下⼩脳脚 CN︓楔状束核 VIII V︓前底神経核
ASCT︓前脊髄⼩脳路 Vsp︓三叉神経脊髄路核 RF︓脳幹網様体
SThT︓脊髄視床路 IO︓下オリーブ核

↑腹側

↓背側

損傷部位 症状

病変と
同側の
症状

①前庭神経核 眼振・めまい
など

②迷⾛神経背側核 球⿇痺・嗄
声・カーテン
兆候・味覚障

害
③孤束核

④疑核

⑤三叉神経脊髄路・
脊髄路核

顔⾯の温痛覚
障害

⑥下⼩脳脚 ⼩脳失調

⑦交感神経下⾏路 Horner症候群
病変と
対側の
症状

⑧外側脊髄視床路 頸から下の温
痛覚障害

延髄外側症候群(Wallenberg症候群）

病気がみえる 脳・神経 vol.7

lateropulsionを主症状とした症例の全例が、背側脊髄⼩脳路に
⼀致した延髄外側の⼩梗塞を呈した。

背側脊髄⼩脳路によって伝達される下肢と体幹から上⾏する
無意識的な固有感覚経路の障害がlateropulsionを引き起こした
可能性がある。

Lateropulsion due to medullary infarct

Maeda et al. Intern Med 2005

PROMETHEUS 解剖学アトラス 医学書院 より引⽤
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位置覚、振動覚、触覚、
意識にのぼる固有感覚
●後索ー内側⽑体路

意識に上らない固有感覚
●脊髄⼩脳路

温度覚、痛覚
（圧覚、触覚）
●脊髄視床路

(前脊髄視床路）

感覚の経路



Lateropulsionで発症した延髄梗塞例

Kim HJ et al.︓Ipsilateral axial lateropulsion as an initial symptom of lateral medullary infarction: a case report.
J Clin Neurol. 2007 Dec; 3(4): 197–199.

回転性めまい、複視、しゃっくり、嚥下障害、⾔語障害、しびれ、および筋⼒低下がない。

Laterupulsionが初期症状・主症状で、浮動性めまいと温痛覚障害のみ呈した。

この論⽂では外側前庭
脊髄路がlateropulsion
の出現に関わっている
推察している。

前庭神経

ぜんぶわかる脳の辞典

前庭神経

阿部︓脳科学とリハビリテーション 第11巻 2011 Ascending graviceptive pathway(上⾏性重⼒受容経路)の病変によるBody Lateropulsionの仮説

橋梗塞によるlateropulsionの傾斜側

Hyon-Ah Y, et al. JNNP 2007
Frank SM, et al. J Neurophysiol. 2018 

前庭障害による視覚的垂直定位
(SVV)の傾斜と眼球傾斜反応

三半規管から重⼒情報を受け、投射
する経路を前額上⾯にて図⽰してい
る。

これらの経路は前庭神経核から、動
眼神経、滑⾞神経、外転神経に投射
される。

これらの情報は中脳被蓋部のカハー
ル間質核の上部、MLF核の吻側間質
核に送られる。この回路は前庭眼反
射の基礎となり、前庭脊髄反射と結
合して眼球、頭部、姿勢を制御する。
視床のVim,Vce核からPIVCへと垂
直知覚情報は送られる。この前庭情
報を伝える経路の損傷は眼球傾斜反
応（眼球のねじれ、頭部の異常な傾
き、およびSVVの傾き）を呈する可
能性がある。

Lateropulsionを呈する症例は
視覚的垂直定位障害を伴う

↓
視覚情報は利用し難い

(感覚機能は保たれている)

↓
足底感覚を意識させる介入を立案

(Hardness discrimination task)

脳幹損傷による
lateropulsion例の
視覚的垂直定位

脳幹損傷による
lateropulsion例の
⾝体的垂直定位

Perennou et al. Brain 2008
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Lateropulsion例の
⾃⼰中⼼座標と外部中⼼座標の関係

延髄外側部の脳梗塞例36例のSVVの偏倚

Dietrich,Brandt Ann Neurol 1992

Wallenberg症候群に伴う
Lateropulsion例のSVV偏倚は
Lateropulsionの重症度に関与

20Lateropulsionの重症度

視
覚
的
垂
直
定
位
の
異
常
偏
倚
の
程
度

︵
度
︶

SVVの偏倚は時間経過とともに改善する

Brandt, Dietrich Neurorehabil Neural Repair 2000

SVVの改善に伴いLateropulsionも改善する

⽐較的早期の回復が期待できる

SVV

視
覚
的
垂
直
定
位

Christian Daniel Cnyrim,et al.:J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007

姿勢保持のメカニズム

＃視覚
周辺環境に対する⾃⼰⾝体のkinematicな変量検知
optical flow

ヒトの空間識においては3つの主要⼊⼒系

＃前庭覚
三半規管からの⼊⼒
加速度変化を感知
頭頚部の垂直定位

＃体性感覚
頚部・体幹・四肢の固有感覚⼊⼒
殿部・⾜底部からの圧⼒変化の感知

Equilibrium Res 國弘ら2004、⼩林ら2005

22

延髄外側部梗塞後の
lateropulsionへの介⼊⽅法の検

討

視覚、前庭覚、体性感覚の主たる
入力系のうち機能が残存している
のはどれか？

有効な介入方法は？

視覚 → 鏡

前庭覚 → 閉眼

体性感覚 → 足底感覚

視 覚 → 鏡

体性感覚 → 足底感覚

前庭覚 → 閉 眼

視 覚 → 鏡
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吉尾雅春・森岡周編集、阿部浩明編集協力 標準理学療法学
神経理学療法学 医学書院 より引用

Lateropulsionを呈する症例は
視覚的垂直定位障害を伴うが故の対応

↓
視覚情報は利⽤し難い側⾯あり

(触・圧・位置覚機能は保たれている)

↓
⾜底感覚を意識させる介⼊を⽴案
(Hardness discrimination task)

Perennou et al. Brain 2008



視覚情報は全く利⽤できないわけではない

⾜圧の左右偏位が開眼条件では閉眼条件に⽐較して
全体に⼩さくなっており偏位が補正されている。こ
の視覚存在下での傾斜の軽減は，過去の報告でも同
様に認め，その理由として開眼条件では環境の視覚
情報を姿勢調整のために利⽤できるためではないか
としている。
すなわち視覚性の垂直の判断が困難となっている場
合でも環境の情報を利⽤することで，姿勢の垂直性
の代償がある程度は可能である可能性がある。

理学療法学 第 44 巻 第 5 号 364 ~ 371 ⾴(2017年)

延髄外側部梗塞後に出現した
lateropulsion例への介⼊

体性感覚を利用した介入後に立位保持可能(姿勢傾斜軽減)

有効な介入方法は？

鏡 閉眼 足底感覚情報

Medium guard Low guardMedium guard
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吉尾雅春・森岡周編集、阿部浩明編集協力 標準理学療法学
神経理学療法学 医学書院 より引用

硬度識別課題後の
下肢荷重量の変化
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動的な様々な課題

https://store.shopping.yahoo.co.jp/drmart/sa07140490.html#&gid=itemImage&pid=1

Yahoo shopping より

ロッカーバランス Soft-top Rocker Balance PC-4811(sa7140490)

動的な様々な課題

https://store.shopping.yahoo.co.jp/laplace/8-5482-01.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title

ナビス バランスビーム AMB-BM 8-5482-01



動的な様々な課題

https://www.paramount.co.jp/learn/nursingcare/howtochoose/walkingaidmachine

パラマウントベッドHPより

サークル付き （⾺蹄型）


