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今日勉強すること 

3. 視覚系の反射 

1. 脳幹を起源とする（脊髄）下行路 

2. 眼球運動の調節 

4. 姿勢の反射性調節 
 
5. 脳の可塑性と 運動学習 
 
 



これまでの復習 

・錘体路とはなんですか？ 

・随意運動とはなんですか？ 

・Ia抑制、Ib抑制のはじまりはどこですか？ 

・γ運動ニューロンの役割はなんですか？ 



脳幹を起源とする 
（脊髄）下行路 



脳幹を遠心路とする反射 

生命維持に関わる反射中枢  

対光反射、角膜反射、 
眼球頭反射、毛様脊髄反射、
前庭反射、咽頭反射、咳反射 

脳死判定 

視覚に関する反射 

姿勢に関する反射 

その他の反射 

植物状態 脳死状態 



眼球運動と姿勢反射の中枢 

遠心性は中枢から末端に命令を送る（運動） 
求心性は末端から中枢に送る（感覚）  

※ 脳、脊髄を中心に考えて・・・ 

視神経 (2) 

内耳神経 (8) 

嗅神経(1) 

舌咽神経 (9) 

滑車神経 (4) 

外転神経 (6) 

動眼神経(3) 

副神経 (11) 

顔面神経 (7) 

舌下神経 (12) 

迷走神経 (10) 

三叉神経 (5) 

求心性 遠心性 
両方 



脳幹は錐体外路の経路 

錐体路 錐体外路 

随意運動 姿勢制御など α運動ニューロン 

運動野 

γ運動ニューロン 



γ運動ニューロンの制御 

中脳と間脳の間（上丘と下丘
の間）で脳を切断すると，四肢
の抗重力筋の緊張が亢進して、
四肢伸筋の伸長反射が著しく
亢進した状態 

除脳固縮 

脊髄 
抑制 

伸筋のγ運動ニューロンに対し，大脳皮質運動野、
大脳基底核、小脳が抑制的に働いており，中脳で
切断されると，抑制が解除されるために生じる 



眼球運動の調節 



絵画を見るときの眼球運動 

眼球運動によって重要なものを探す 

絵画を見た時の眼球運動 

自由に鑑賞 
家の人は何していた？ 
と聞かれたとき 



中脳の構造 

眼球運動中枢がある 

中脳は間脳と橋に挟ま

れた長さ約２cmの部分 

おさえておきたい神経核等 

視蓋（上丘）・・・視覚反射の中継 
下丘・・・聴覚伝導路 

※大脳皮質，間脳，延髄，小脳の
伝導路の中継点 
姿勢の調節にも関与する 

大脳脚・・・皮質脊髄路の経路 



脳幹での眼球運動調節 

遅い動き 速い動き 

随意的 追従性眼球運動 衝動性眼球運動 
（サッケード） 

反射的 それぞれの眼振運動
の徐相 

前庭性眼振 
視機性眼振動 

２種類の眼球運動がある 



ゆっくりした眼球運動 

① 追従性眼球運動 

最高速度は60 ～ 90 deg/sec（角速度） 
（どの速度までついてゆけるかは距離に依存する） 



素早い眼球運動 

視野周辺部の物体を固視するために，標的物体の像が
網膜の中心窩に結ぶように眼球を移動する 

② 衝動性眼球運動 

眼球運動を 
モニター 

視線の動き 0.1 
0.2 

0.3 

0.4 

0.5ミリ秒 

手元で変化するスライダー
は打ちづらい・・・ 



眼球運動と外眼筋の関係 

眼球運動に関する筋肉は6つ 

残りは動眼神経 

上斜筋 
(滑車神経 ) 外直筋 

(外転神経 ) 



視覚における反射 



眼のはたらきは大きい 

安定した視野 適度な光量 遠近感 

観察眼 

動体視力 

視線を向ける 

無意識に眼は色々なはたらきをする 



（1）頭が動いたとき・・・ 

視覚像がぶれないように、頭
の動きに対応して眼球が反対
方向に動く反射 

像がぶれる 

安定した像 

前庭動眼反射 
（眼球頭反射） 



（2）光が入るとき・・・ 

光→網膜→視蓋前域→動眼神経副核
→動眼神経→毛様体神経節→ 

一側眼球に光を入射すると、両側の瞳孔
が縮瞳する(脳死の判定等で重要な反射) 

（対光反射の経路） 

対光反射 

瞳孔括約筋収縮 

瞳孔散大筋弛緩 



CBT問題にチャレンジ 

対光反射に関係しないのはどれか？ 

1) 外側膝状体 

2） 網膜 

3) 毛様体神経節 

4) 視蓋前域 

5) 動眼神経副核 

外側膝状体
の手前で分
かれる 



（3）距離に合わせて・・・ 

毛様体筋収縮→
チン小帯 弛緩→
水晶体厚く 

遠近調節反射（動眼神経） 
眼の水晶体の厚みを変えて焦点を合わせる 

毛様体筋弛緩→
チン小帯 収縮→
水晶体薄く 



（4）クリアに見るために・・・ 

輻輳反射 
物体を近距離で注
視すると、両眼の
視軸が近寄る 

近い対象物 遠い対象物 

左 左 右 右 

両目でどこか１点を注視している 

中心窩でものを
見れるようにする 



（5）眼の刺激に対して・・・ 

角膜反射 
角膜が物や光などに刺激されると、左右
の眼瞼が反射的に閉じる現象 

角膜刺激→三叉神経→三叉神経核→顔面神経核
→顔面神経→眼輪筋の収縮（両側） 

※顔の感覚・運動に関わる神経 
三叉神経→顔の感覚・咀嚼 

顔面神経→顔の表情(目をつぶる) 



姿勢の反射性調節 



重力に対抗して活動するために 

体のズレを感じるセンサーが必要 

平衡覚の維持 

「傾き」や「回転」 
「筋緊張」 



姿勢調節は原始的な機能 

立ち直り反射 頚反射 

(一般社団法人ここ・からだ HP) 



平衡感覚としての耳 

三半規管 

前庭部は、 3つの半規管と２つ
の耳石器（卵形嚢と球形嚢）と
からなる 

頭の回転加速度 

耳石器（卵形嚢と球形嚢） 
直線運度・重力の加速度 

前庭系 



回転の知覚 

３つの 半規管はお互いに垂直な面（90度）に位置
していてその中にはリンパ液が満たされている 

受容器電位 

三半規管 

クプラが動く 

内リンパの相対的な流れで
回転方向を表現する 

細胞の毛の屈曲 

＜瓶部にあるクプラ＞ 体が回転する 



動き・傾きの知覚 

重力と直線加速度を司る感覚器官 
耳石器 

卵形嚢と球形嚢からなる 

耳石がのった感覚器で頭部の傾きと動きを関知する 

有毛細胞の感覚毛が曲がる 



耳石器における傾き表現 

受容器電位 

球形嚢 

有毛細胞の屈曲 重力を関知 

例）ある傾きに応じる卵形嚢 

卵形嚢 
水平方向の
加速度を関知 

体が傾く 

あらゆる傾きを表現 



平衡覚の伝導路 

（受容器） 

（延髄） 

脊髄へ 
姿勢制御 
バランスを保つ 

三半規管 

内耳神経 

小脳・ 
脳幹等へ 

前庭核 

回転・傾き 

（刺激） 

前庭器官 

電気信号 

眼球運動 
上位の姿勢維持 

赤核 



前庭受容器による姿勢反射① 

緊張性迷路反射 

前庭脊髄路や脳幹網様体→
脊髄の運動ニューロンへ 

傾いた側の四肢が伸展して、体重を支える 

耳石器からの求心性信号の変化（傾き） 

前庭脊髄反射のこと 

例）背臥位で頸部を軽度屈曲させると、四肢が伸展する 

※「迷路」は内耳構造のこと 



前庭受容器による姿勢反射② 

前庭頸反射 
頭が回転した時に、頭がそれ
と逆方向に回転する反応 

三半規管からの求心性信号の変化（回転） 

頸筋運動ニューロンを活動させて
頭の位置をもとに戻す 

例）つまずいて倒れそうになった時に頭を上げることで
体を垂直な位置に保つ 



緊張性頸反射  

首の向きにより手足の姿勢を変える
原始反射 

捻った側の前肢と後肢が伸展 

頸筋の筋紡錘などで検知する 

例）頭を一方向に捻ると反対側の肢は屈曲する 

※前庭頸反射と混同しない様に！ 

多くは消失するが、成人でも見られる 

緊張性頸反射  



 脳幹での姿勢調節のまとめ 

延髄に反射中枢がある 

前庭脊髄反射 
（緊張性迷路反射） 

中脳に反射中枢がある 

立ち直り反射 

緊張性頸反射 

前庭頸反射 

迷路内の耳石器や三半規管で感受 

上部頸椎関節の固有受容器で感受 

迷路性、体性、頸筋性、視覚性 



脳の可塑性と 運動学習 
（試験には出しません） 

※小脳・大脳基底核の解剖と 
代表的な病態はおさえておくこと 



運動とは？ 

Ｑ．単に筋肉を動かせば運動ができるのか？ 

たくさんの筋肉の協調動作でなめらかな
運動ができる 

どの筋肉が？ 
どの順番で？ 
どの程度？ 



なめらかな運動 

多くの筋肉が一連の収縮・弛緩パターンを示す
ことで遂行される＜運動のプログラム＞ 

協調的な運動 

小脳や大脳基底核のはたらき 



運動制御に関わる領域 

・筋肉の収縮・弛緩の具合 
・運動の結果 

動きは適切だったか？ 

次の筋収縮は？ 

最適な出力を計算 

固有感覚 
視覚・平衡覚 

皮質脊髄路 
（錘体路） 

小脳 



運動学習のストラテジー 

「体で覚えるんだ！」 

「練習を繰り返すことが大切だ！」 

Q. 運動技術を獲得するために 

理想と現実のギャップ
を比較する 

小脳に正しい運動プログラム
をつくってしまう！ 



学習のモデル実験 

視野逆転メガネ 普通にみた世界 左右逆転メガネ 

時間が経つと順応
できるようになる 

例）前庭動眼反射の調節 



可塑性 

可塑性 
粘土・プラスチックなどに力が加わった時に、
形が変わってしまう性質を指す 

未発達 経験 完成 

脳では「経験に応じて神経回路は形成されて
いくこと」という性質を意味する 

脳はどのように変化していくのか？ 



体験・経験が脳を創る 

縞の世界で育ったネコは
縦しか見えなくなる 

手続き的記憶の成立 

（技能など意識化の困難な長期記憶） 例）子供に眼帯をつけると
弱視になる 

感覚の適応 

一度乗り方を覚えるとずっと
自転車を乗りこなせる 



神経レベルでの学習・記憶 

このような長期的な可塑性が学習・
記憶のメカニズムだろうと考えられる 

例）長期増強 

「ある特定のシナプスの前線維と後線維が高頻度で活
動すると、それ以降そのシナプス伝達効率が上昇する」
（ヘッブの仮説 1949年） 

長期抑圧 

神経細胞間の信号伝達が持続的に向上する現象 

神経細胞間の信号伝達が持続的に減少する現象 



海馬における長期増強の例 

例）海馬におけるスライス標本 

強く印象に残った出来事は
思い出しやすいよね？ 

高頻度刺激の後ではシナプス
の伝達効率が上がる 

高頻度刺激 

１回の刺激 

適切な神経回路だけが強化？ 



運動学習を担う小脳 

小脳 
大脳の後頭葉の下で
延髄と橋の背部にある 

小脳のつくり 

歩行・協調運動障害 



小脳皮質の神経回路 

プルキンエ細胞 

平行線維（小脳内） 

（脳幹の下オリーブ核から） 

（脊髄・脳幹・大脳皮質から） 





小脳学習のストラテジー 

②不必要な記憶を消してゆく 

①必要な記憶を書き込んでゆく 

上手くいかないときの
回路が固定されると失
敗を繰り返してしまう 

失敗！ 

小脳での学習記憶 

安定したフォーム 

しまった！
暴投だ！ 

正解の分かる練習が必要 



運動野の可塑性も関係する 



授業のまとめ 

中脳には眼球運動調節機能がある 

１ 

2 

3 

脳幹は生命維持機能を担う 

脳幹には脳死反射だけでなく、視覚系の反射や
姿勢反射の中枢である 

4 なめらかな運動発現・運動学習に小脳、
錐体外路は関与する 

その他のキーワード 

前庭動眼反射 輻輳反射 対光反射 
追従性眼球運動 サッケード 可塑性 



これからの勉強・・・ 

「写経型勉強」するなら心をこめましょう 

訳わからんまま暗記しない 

ヤマを張らない 

過去問と違っても狼狽えない 

過去問で勉強するのは否定しません 

誰かの模範解答？を待たない 

再試で拾う皮算用しない 


