
Bilateral vestibulopathy is characterized by bilateral functional impairment of the peripheral
vestibular system. The usual symptoms are persistent unsteadiness and oscillopsia during head
and body movements. It has been reported that sensory substitution therapy, that is, vestibular
rehabilitation using a sensory substitution device, which transmits other sensory information to
a stimulator as a substitute for defective vestibular information, might be effective in patients
with bilateral and unilateral vestibulopathy. Recently, we developed a new wearable device,
TPAD (tilt perception adjustment device), that transmits vibratory input containing head-tilt in-
formation to the mandible as a substitute for defective vestibular information.

We assessed the patient using the dizziness handicaps inventory (DHI), gait analysis, and
visual/somatosensory dependence of postural control in the patients with unilateral vestibulopa-
thy. Three months after therapy in patients with unilateral vestibulopathy, the DHI and walking
speed improved even when the subjects were not wearing the TPAD. Moreover, the index of
the visual dependence of posture control that was evaluated by posturography with/without
foam rubber in the eyes open or closed condition decreased. The findings suggested that the
sensory vibratory substitution with a TPAD for defective vestibular information induced brain
plasticity related to sensory re-weighting to reduce the visual dependence of posture control, re-
sulting in the improvement of dizziness and imbalance even while not wearing the TPAD in
vestibulopathy patients.

We then investigated the effects of sensory substitution therapy using a TPAD in patients
with bilateral vestibulopathy and normal subjects. Three months after sensory substitution ther-
apy in patients with bilateral vestibulopathy, the DHI and area with eyes closed measured by
posturography improved even when the subjects did not wear a TPAD. However, the gait pa-
rameters improved only under the condition of wearing a TPAD. These findings suggest that
sensory vibratory substitution with a TPAD might serve as temporary replacement for defective
vestibular information in patients with bilateral vestibulopathy. Moreover, wearing of the TPAD
improved posture control under the eyes-closed condition with foam rubber measured by pos-
turography in normal subjects. TPAD might be applicable as a wearable device for improving
posture control, not only in patients with bilateral vestibulopathy, but also in those with presby-
vestibulopathy.

シンポジウム「Bilateral vestibulopathy: How to treat and manage?」
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はじめに
ヒトの姿勢制御に関与する主な感覚情報は，視覚
情報，前庭情報，体性感覚情報の三つであり，これ
らの感覚情報が中枢神経系で統合され，姿勢を制御
する。前庭情報は，前庭動眼反射や前庭脊髄反射を
介して姿勢制御に重要な役割を果たしている。
一側の末梢前庭機能が障害されるとめまいが発症
し，平衡障害が生じる。障害された末梢前庭機能が
回復しなくても，前庭代償と呼ばれる中枢前庭系に
よる機能代償により，急性期の平衡障害は次第に軽
快する１）。しかし，前庭代償が遅延して平衡障害が
持続する患者は少なくない。前庭代償の遅延した難
治性一側性前庭障害患者には，平衡訓練が有効であ
る２）。
しかし，両側の末梢前庭機能が障害された両側性
前庭障害（bilateral vestibulopathy）の場合は，両
側の前庭からの入力が消失するために前庭動眼反射
が機能しないことから，速い頭部の動きの際に周囲
の景色が動いているように見える動揺視が引き起こ
され，jumbling現象と呼ばれる。前庭脊髄反射も
機能しないことから，閉眼時や暗所でバランスを保
つことが困難になる３）。そのため，両側性前庭障害
患者は外出を制限したり，車椅子での移動を余儀な
くされ，日常生活に大きな支障が生じる。さらに，
両側の前庭からの入力が消失するために前庭代償が
進行せず，一側性前庭障害患者と比較して平衡障害
が持続し，難治性である４）。
両側性前庭障害患者には，一側性前庭障害患者と
は異なり平衡訓練は効果が乏しい。しかし近年，両
側性前庭障害患者の消失した前庭情報を視覚情報や
体性感覚情報などの他の感覚情報で感覚代行（sen-

sory substitution）する平衡訓練が開発され，効果
があると報告されている５）６）。本稿では両側性前庭障
害患者に対して，我々が開発している感覚代行デバ
イスを用いた新しい平衡訓練を紹介し，その効果と
応用について解説する。
感覚代行デバイス
視覚情報，前庭情報，体性感覚情報の感覚情報が
中枢神経系で統合され，姿勢を制御する。これらの
感覚情報は，中枢神経系での感覚統合において均等

ではなく，それぞれの感覚情報に対する重み付けが
異なる。姿勢制御に関わる感覚情報の重み付けは，
環境，身体活動，疾患などにより変化する。これを
感覚再重み付け（sensory re-weighting）と呼ぶ。
平衡訓練により中枢神経系における感覚再重み付け
を誘導することができれば，姿勢制御が変化して姿
勢や歩行を安定させることができると考えられる。
近年，振動刺激，電気刺激，聴覚刺激など様々な

方法で前庭情報を感覚代行する感覚代行デバイスが
報告されている６）～８）。身体に装着した加速度計によ
り身体の傾きを検出して腰部に振動刺激として伝え
ることで，前庭情報を振動刺激で感覚代行を行う感
覚代行デバイスが開発されている７）。この感覚代行
デバイスを用いた平衡訓練が，ランダム化比較試験
により難治性一側性前庭障害患者に対して有効であ
ることが報告されている９）。また，頭部の傾きの前
庭情報を舌に電気刺激として伝えて感覚代行を行う
感覚代行デバイス electro-tactile vestibular substitu-

tion system（ETVSS）が開発された（Bach-y-Rita

2003）。舌表面に１０×１０の微小電極アレイを装着
し，頭部や身体が右に傾くと舌の右側が刺激され，
前に傾くと舌の前方が刺激されることにより，前庭
情報を体性感覚情報で感覚代行を行うことができ
る。ETVSSを用いた平衡訓練が難治性一側性前庭
障害患者の姿勢の安定に有効であることが報告され
ている１０）。さらに，ETVSSによる感覚代行を用い
た平衡訓練を８週間行うことにより，難治性一側性
前庭障害患者のめまいや平衡障害の改善効果が２年
間維持されることも報告されている１１）。ETVSSを
用いた感覚代行が中枢神経系において姿勢制御に関
わる感覚情報の重み付けを変化させ，感覚再重み付
けを誘導することにより，平衡障害を改善した可能
性が考えられる。
両側性前庭障害患者には平衡訓練の効果が乏しい

が，感覚代行デバイスを用いた平衡訓練が両側性前
庭障害患者に対しても有効であることが報告されて
いる。腰部振動刺激を利用した感覚代行デバイスを
装用するだけで，両側性前庭障害患者のバランスが
改善することが報告されている５）。また，両側性前
庭障害患者に感覚代行デバイスである ETVSSを用
いた平衡訓練を行うと，訓練後に ETVSSを装用し
ていない状態でもバランスが改善したとの報告もあ徳島大学医学部耳鼻咽喉科
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る１２）。このことから感覚代行デバイスは，装用する
ことで両側性前庭障害患者のバランスを改善する装
用効果だけでなく，感覚代行デバイスを用いた平衡
訓練を行うことにより，デバイスを装用しなくても
両側性前庭障害患者のバランスを改善する訓練効果
も期待される。
下顎への振動刺激を用いた感覚代行デバイスであ
る TPADの開発
我々は，頭部の傾きの前庭情報を振動刺激として
下顎に伝えて前庭情報を感覚代行するウェアラブル
感覚代行デバイスである TPAD（Tilt Perception Ad-

justment Device）を奈良県立医科大学と共同開発
した１３）（図１Ａ）。TPADは，頭部傾斜センサー部，
情報変換部（プロセッサー），振動子から構成され
ている（図１Ｂ）。後頭部に設置された頭部傾斜セ
ンサー部には加速度計が搭載され，コントローラー
の中にあるプロセッサーと USBで連結されてい
る。頭部傾斜センサーで感知された重力加速度ベク
トルから得られた頭部の傾き情報は，プロセッサー
へ送られ，同部位で記号・符号化されて，下顎とイ
ンターフェイスする左右の２個の振動子へ電気信号
として送られるように設計されている。顔面の中で

は下顎が最も振動の感受性が高いことから，振動子
は左右の下顎に当たるように装着する。振動子は頭
部の傾斜角度に応じて下顎に振動で頭部傾斜情報を
伝える。センサーで検出した頭部傾斜角度から近似
式に基づいて刺激値で算出した振動刺激強度が負荷
される。
難治性一側性前庭障害に対する TPADの効果
難治性一側性前庭障害患者では，前庭情報の低下

を補うために姿勢制御が視覚依存性になっているこ
とが多く，視覚誘発性めまいを訴えることが多い。
姿勢制御の視覚依存性とめまいの自覚症状が相関し
ていることが報告されている１４）。我々は，前庭神経
炎などによる半規管麻痺（CP）あり群２８人，間欠
期のメニエール病で CPを認めない CPなし群２３
人，健常人３０人の姿勢制御の感覚依存性をラバー負
荷重心動揺検査で検討した。その結果，CPあり群
は，CPなし群や健常成人と比較して，姿勢制御の
視覚依存性を示すラバーロンベルグ率が有意に高値
であった１５）。この結果から，難治性一側性前庭障害
患者の姿勢制御が視覚依存性になっていると考えら
れた。
そこで我々は，TPADによる感覚代行を用いた平

図１ TPAD（Tilt Perception Adjustment Device）
Ａ：TPADを装用した外観。頭部の傾斜情報を振動刺激として口角部に伝えて感覚
代行を行うウェアラブルデバイス

Ｂ：TPADの構成。頭部傾斜センサー部，情報変換部（プロセッサー），振動子か
ら構成されている。振動子は頭部の傾斜角度に応じて下顎に振動で頭部傾斜情
報を伝える。
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衡訓練が難治性一側性前庭障害患者の姿勢制御にお
ける感覚再重み付けを誘導することを明らかとする
ため，慢性難治性一側性前庭障害患者１１名を対象
に，TPADを装用した平衡訓練を１日２回，１回２０
分以上，３カ月間行わせた。その結果，TPADを用
いた平衡訓練後に，TPADを装用しなくても DHI

で評価するめまいの自覚症状が有意に改善する訓練
効果を認めた。さらに，ラバー負荷重心動揺検査で
は，姿勢制御の視覚依存性を示すラバーロンベルグ
率が有意に低下したが，姿勢制御の体性感覚依存性
を示す閉眼ラバー比は変化を認めなかった。TPAD

の装用による副反応は認められなかった。以上の結
果から，難治性一側性前庭障害患者が TPADを用
いた平衡訓練を行うと，前庭情報を含んだ振動刺激
による感覚代行により中枢神経系で感覚再重み付け
が誘導されて姿勢制御の視覚依存性が低下し，
TPADを装用しなくても姿勢が安定する訓練効果を
認めた。
さらに TPADによる感覚代行を用いた平衡訓練
が難治性一側性前庭障害患者の歩行に及ぼす効果に
ついても検討を行った。三次元動作分析検査は，光
学式三次元動作分析装置である VICON MX system

（Vicon Motion Systems，Oxford，UK）により，歩
行の三次元動作のパラメータである，歩行ピッチ，
歩幅，歩行速度を評価した（図２）。被験者の全身
に直径 14 mmの赤外線反射マーカー３５個を貼付
し，８台のカメラで被験者の動きをリアルタイムで
記録した。被験者の歩行は，Force plateと呼ばれ

る圧センサー上で解析した。難治性一側性前庭障害
８名に TPADによる感覚代行を用いた平衡訓練を
行うと，訓練後に TPADを装用しなくても歩行速
度が有意に改善する訓練効果を認めた１６）。この結果
から，TPADを用いた平衡訓練は，難治性一側性前
庭障害患者の歩行障害も改善できると考えられた。
難治性一側性前庭障害患者に TPADによる感覚
代行を用いた平衡訓練を行うと，TPADを装用しな
くても姿勢や歩行が安定する訓練効果を認めたこと
から，TPADを用いた平衡訓練が難治性一側性前庭
障害患者への新しい平衡訓練に臨床応用できる可能
性がある。TPADによる下顎の振動刺激は，三叉神
経を介して脳幹の三叉神経脊髄路核に伝わる。三叉
神経脊髄路核と前庭神経核との間には相互に神経線
維の連絡があることから１７），TPADによる下顎の振
動刺激は前庭神経核まで伝わると考えられる。
TPADを用いた平衡訓練を行うと，前庭情報を含ん
だ振動刺激による感覚代行により中枢神経系で感覚
再重み付けが誘導されて姿勢制御が変化し，姿勢や
歩行が安定したと考えられた。しかし，感覚再重み
付けを誘導する感覚情報の統合が中枢神経系のどの
部位で行われているかについては，不明な点が多
い。
両側性前庭障害に対する TPADの効果
次に我々は，TPADによる感覚代行を用いた平衡

訓練が両側性前庭障害患者のめまいの自覚症状や姿
勢制御に及ぼす効果を検討した。両側性前庭障害患
者を５名対象に，TPADを装用した平衡訓練を１日

図２ 光学式三次元動作分析装置 VICONによる歩行評価
光学式三次元動作分析装置により，歩行の三次元動作のパラメータである，ピッ
チ，歩幅，歩行速度を評価した。被験者の全身に赤外線反射マーカーを貼付し，
force plateと呼ばれる圧センサーの上を３往復させる。歩行中の動作を８台の赤外
線カメラで撮影し，動作分析を行う。
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２回，１回２０分以上，３カ月間行わせた。その結
果，DHIの合計スコアが有意に低下した。TPAD

を装用しない状態で重心動揺検査およびラバー負荷
重心動揺検査を行ったところ，閉眼時の重心動揺検
査および閉眼時のラバー負荷重心動揺検査の外周面
積が訓練前と比較して訓練後に有意に改善した。こ
のことから TPADを用いた平衡訓練は，両側性前
庭障害患者に対しめまいの自覚症状を改善させ，
TPADを装用しなくても静的姿勢が安定する訓練効
果を持つと考えられた。
さらに TPADによる感覚代行を用いた平衡訓練
が両側性前庭障害患者の歩行に及ぼす効果を三次元
動作分析検査により検討した。両側性前庭障害患者
４名のうち，TPADを装用することにより２例で歩
行ピッチが増加し，３例で歩幅が増加し，３例で歩
行速度が増加する歩行に対する装用効果を認めた。
しかし，TPADを装用した平衡訓練を両側性前庭障
害患者に行わせても，TPADを装用しない状態での
歩行パラメータは１例を除いて改善せず，歩行に対
する訓練効果は認められなかった。
以上の結果から，TPADを常時装用することで，
両側性前庭障害患者の平衡障害を改善でき，歩行時
の転倒予防が期待できる。また，TPADによる感覚
代行を用いた平衡訓練は，両側性前庭障害患者の姿
勢を安定させる可能性がある。このことから，
TPADによる感覚代行を用いた平衡訓練が両側性前
庭障害患者に臨床応用できる可能性がある。
加齢性前庭障害に対する TPADの臨床応用の可
能性
近年，バラニー学会から加齢性前庭障害（presby-

vestibulopathy）の診断基準が示された１８）。加齢性前
庭障害は，加齢による軽度の両側前庭機能低下と定
義され，特徴として姿勢保持障害，不安定感，慢性
の浮動性めまい，歩行障害，繰り返す転倒など，両
側性前庭障害の特徴と類似している。加齢性前庭障
害に対しては，残存する前庭機能による前庭代償の
促進に加えて，視覚情報と体性感覚情報の活用を目
的とした平衡訓練が行われ，その有効性が示されて
いる。TPADによる感覚代行が加齢性前庭障害など
の高齢者のバランスを改善できる可能性がある。そ
こで，TPADの装用が加齢性前庭障害に対して応用
可能であるかを検討する前段階として，まず我々は

TPADの装用が健常人の姿勢制御に与える効果につ
いて検討を行った。健常人３０名を対象として，
TPADの装用が姿勢制御に与える装用効果を重心動
揺計で評価した１９）。その結果，TPADの装用により
重心動揺の外周面積と単位軌跡長は変化しなかった
が，閉眼・ラバー負荷・単位軌跡長が有意に低下し
た。この結果から，健常人であっても視覚と体性感
覚の両者が減弱した環境では，TPADにより姿勢が
安定すると考えられた。さらに，TPADの装用によ
り姿勢制御の視覚依存性の指標であるラバーロンベ
ルグ率と，姿勢制御の体性感覚依存性の指標である
閉眼ラバー比も低下した。健常人の結果から，両側
の前庭機能が軽度に低下した加齢性前庭障害患者で
も，TPADを装用することで頭部の傾きの前庭情報
を振動刺激として下顎に伝えて前庭情報を感覚代行
し，バランスが改善する可能性が示唆された。
結 語
難治性一側性前庭障害患者に TPADによる感覚
代行を用いた平衡訓練を行うと，TPADを装用しな
くても姿勢や歩行が安定する訓練効果を認めた。前
庭情報を含んだ振動刺激による感覚代行により中枢
神経系で感覚再重み付けが誘導されて姿勢制御が変
化し，姿勢や歩行が安定したためと考えられた。ま
た，両側性前庭障害患者に TPADを常時装用する
ことで歩行が安定する装用効果を認め，さらに
TPADによる感覚代行を用いた平衡訓練を行うと，
めまいの自覚症状や静的姿勢が安定する訓練効果も
認めた。以上から，TPADによる感覚代行を用いた
平衡訓練が，難治性一側性前庭障害患者や両側性前
庭障害患者への新しい平衡訓練に臨床応用できる可
能性がある。
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