
か。
　西山　全国的に見ると脳神経外科医
が脳血管内治療を行うケースが非常に
多いと思います。ただ、関東を含めて
一部の地域では今、若い脳神経内科医
が積極的に血管内治療を行いたいと修
業を始めているということもあります。
私の施設などもそうなのですが、脳神
経内科、脳神経外科が仲よく一つのチ
ームをつくって患者さんの治療に当た
っている。そういうところもどんどん
増えてきているように思います。
　池脇　いろいろなエビデンスを合わ
せると、t-PAオンリーで治療するわけ
にいかない。血栓回収療法もできると
いう体制づくりが必要となると、おそ
らく学会できちっと認定された医師が
血管内治療を行うために、十分な人数

を確保する必要があります。現状はど
うでしょうか。
　西山　脳血管内治療の専門医の資格
を持っているドクターは日本に1,500人
ぐらい、と非常に少ないです。一方で、
脳卒中・循環器病対策基本法もできま
すから、全国的に見て、t-PAだけでは
なく、血栓回収療法までしっかりでき
る脳卒中センターを、地域ごとに持つ
ことが国の施策になってくると思うの
です。そのためには脳血管内治療がで
きる医師を今の何倍にも増やす必要が
あると思います。そのためには脳神経
外科、脳神経内科という垣根を越えて、
みんなでどんどんできる人間を増やす
必要があるかと考えています。
　池脇　たいへんなお仕事ですね。ど
うもありがとうございました。

横浜市立みなと赤十字病院めまい・平衡神経科部長
新　井　基　洋

（聞き手　池脇克則）

　車酔いのメカニズム、そして治療法、予防についてご教示ください。
 ＜福岡県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　重度の乗り物酔いの患者さんがいます。
　乗り物酔いの病態、リハビリテーションがあるかどうかご教示ください。
 ＜広島県開業医＞

乗り物酔い

　池脇　今回は同じような質問を２つ
いただきまして、それを一緒にして先
生に答えていただこうと思っています。
車酔いや乗り物酔いは正式には動揺病
というのですか。
　新井　そのとおりです。動揺病の中
に車酔いや飛行機酔いや船酔いや、は
たまた宇宙酔いなども入りますが、今
回は車酔いを中心にお話ししていきま
す。
　池脇　車酔いが言いやすいので、車
酔いで統一させていただきます。これ
は大人よりもお子さんに多いのですか。
　新井　はい。２歳以下は普通はしな
いといわれていまして、自分の足で歩
くようになった年齢から始まり、12～ 

15歳をピークに、小中学校でだいたい
40％は経験するといわれています。
　池脇　けっこうな頻度ですね。
　新井　そうですね。私も思ったより
多いと思いました。
　池脇　しかも、男の子よりも、なぜ
か女の子のほうが多いのですか。
　新井　はい。女の子は２倍多いです。
　池脇　ある時期そういう経験がある
けれども、大人になるにつれてだんだ
ん治まっていくのでしょうか。
　新井　そうなのです。もしかすると
免許を取り、自分で運転をすることも
関係あるのかもしれません。
　池脇　質問はメカニズム、病態とい
うことです。
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な感覚でよいのですか。
　新井　そうなのです。３つのステッ
プでご説明いたします。
　ステップ１は、車に乗っていますか
ら、運転手の方は右にハンドルを切ろ
うとすると無意識に右に体を倒して加
速度を受けないようにしていますが、
横にただ座っているお子さんは左側に
「バーン」と身体が振られて、加速度
をもろに受けてしまい、激しい横揺れ
となります。さらに、本などを読んで
いたり、携帯などをいじっていたりし
たら、眼は動いていますし、文字はぶ
れていますので、三半規管は四六時中
刺激が加わっている状態になっていま
す。このように、前庭はいつもと違う
情報を多く脳に送り、加えて目の揺れ
も脳に情報として送っている状態がス
テップ１。
　ステップ２は、これら３つの目、耳、
足の裏からの刺激情報が脳に送られる
と、嘔吐に関しての自律神経中枢ネッ
トワークにも、その情報が行きます。
これら中枢に刺激情報が行くのがステ
ップ２です。
　ステップ３は最後、皆さんがよく知
っている自律神経を介して物を吐いて
いるまさにその瞬間です。以上３つの
段階（ステップ）に分けることができ
ます。
　池脇　そうすると、治療という立場
で考えると、もちろん１から２、２か
ら３に進まないようにするのがいいの

でしょうが、治療も何となくそれぞれ
のステップにありそうな気がします。
　新井　おっしゃるとおりです。です
から、ステップ１の治療をまずしなけ
ればいけない。ステップ１の治療は、
横揺れを受けているのですから、ヘッ
ドレストに頭をしっかりつけて頭を動
かないようにするというものです。も
う一つは、携帯や読書など物を見てほ
しくないのです。目をつぶって寝てい
ただくのが最高です。それが難しいと
きは、中心視野で遠くを見てほしいの
です。
　ステップ２は、中枢まで情報が行っ
てしまったので、薬を使うしかないの
です。そこで抗ヒスタミン薬を使って
ください。よく使うのがジフェンヒド
ラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン
錠、あとプロメタジンメチレンジサリ
チル酸塩、プロメタジン塩酸塩という
薬があります。プロメタジンメチレン
ジサリチル酸塩、プロメタジン塩酸塩
は、名前は有名ですが実臨床ではあま
り使いません。ジフェニドール塩酸塩
は嘔吐中枢に効きますので、良いと思
います。
　ステップ３は吐いているのですから、
制吐剤を使うのが良いと思います。嘔
吐中枢を刺激しているので、先ほど言
ったジフェニドール塩酸塩などが良い
です。なければ塩酸メトクロプラミド、
ドンペリドンでもかまいません。自律
神経の中でも、副交感神経が興奮して

　新井　皆さん、乗り物酔いは吐いて
いるイメージがとても強いので、自律
神経がすごく表に立っているように思
うかもしれませんが、実は後ろで足を
引っ張っているのはバランスなのです。
バランスを前庭といいまして、前庭─
（前庭）自律反射が車酔いの病態の中
心なのです。車に乗っていますと車窓
からの景色が動いていますから、視覚
が関係します。意識していないと思い
ますが、前庭に含まれる三半規管、耳
石のバランス情報も脳に行きます。車
の中では足が床についていますから、
深部感覚として停まっている情報が脳
に行きます。脳のニューラルストアと
いう、過去のバランス情報をたくさん
蓄え、処理するところがあるのですが、
そこには今までに乗った車の情報がた
くさん蓄積されているのです。そこか
ら「今回の乗り物はどんな情報かな」
ということを導き出すのですが、それ
を超えた揺れですと、今回の揺れ情報
に置き換えなければならないのです。
そのときに、扁桃体に揺れの情報が伝
わり、「今回の揺れは気持ちがいいで
すか、気持ちが悪いですか」と判断さ
せます。当然、扁桃体の答えは一つで、
「気持ちが悪いよ」との判断をします
ので、すると、視床下部を通して自律
神経に指令を送り、吐くというパター
ンになるのです。もう一度申しますが、
吐くほうが圧倒的に目につきますが、
実は耳の中の前庭からの揺れの情報が

車酔いの一番の引き金になっているの
です。
　池脇　まだお子さんだと経験の蓄積
がないので、わけがわからなくなって
しまうのですね。
　新井　そうなのです。お母様方で子
どもの頃に車酔いで悩んだ方々は、自
分の子どもを極力車に乗せようという
生活の知恵があるので、極力子どもの
うちから車に乗せる方がけっこういら
っしゃいます。
　池脇　素人っぽい質問になってしま
うのですが、車に酔う子どもは船にも
酔いやすいとか、そういう傾向がある
のでしょうか。それとも、車には酔う
けれども、船は大丈夫とか、あるので
しょうか。
　新井　それに関して明確な答えはな
いのですが、実際には車に酔うから船
に必ず酔うという関係はないようです。
いえることは乗り物全般に関しては低
周波の刺激、0.2～0.3㎐という低周波
の揺れが酔いやすいようです。車でし
たら横揺れ、前後揺れ、船は上下揺れ
ですが、その揺れがともに低周波です
と乗り物酔いが起きます。ですから、
もしかしたら縦揺れには強いけれども
横揺れに弱い人は車酔いがしやすいと
いうのがあるかもしれません。
　池脇　今の先生のご説明で、どうし
て起こるのか、メカニズムとか病態に
関してはだいたいわかりました。こう
いうものは段階を経て進んでいくよう
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な感覚でよいのですか。
　新井　そうなのです。３つのステッ
プでご説明いたします。
　ステップ１は、車に乗っていますか
ら、運転手の方は右にハンドルを切ろ
うとすると無意識に右に体を倒して加
速度を受けないようにしていますが、
横にただ座っているお子さんは左側に
「バーン」と身体が振られて、加速度
をもろに受けてしまい、激しい横揺れ
となります。さらに、本などを読んで
いたり、携帯などをいじっていたりし
たら、眼は動いていますし、文字はぶ
れていますので、三半規管は四六時中
刺激が加わっている状態になっていま
す。このように、前庭はいつもと違う
情報を多く脳に送り、加えて目の揺れ
も脳に情報として送っている状態がス
テップ１。
　ステップ２は、これら３つの目、耳、
足の裏からの刺激情報が脳に送られる
と、嘔吐に関しての自律神経中枢ネッ
トワークにも、その情報が行きます。
これら中枢に刺激情報が行くのがステ
ップ２です。
　ステップ３は最後、皆さんがよく知
っている自律神経を介して物を吐いて
いるまさにその瞬間です。以上３つの
段階（ステップ）に分けることができ
ます。
　池脇　そうすると、治療という立場
で考えると、もちろん１から２、２か
ら３に進まないようにするのがいいの

でしょうが、治療も何となくそれぞれ
のステップにありそうな気がします。
　新井　おっしゃるとおりです。です
から、ステップ１の治療をまずしなけ
ればいけない。ステップ１の治療は、
横揺れを受けているのですから、ヘッ
ドレストに頭をしっかりつけて頭を動
かないようにするというものです。も
う一つは、携帯や読書など物を見てほ
しくないのです。目をつぶって寝てい
ただくのが最高です。それが難しいと
きは、中心視野で遠くを見てほしいの
です。
　ステップ２は、中枢まで情報が行っ
てしまったので、薬を使うしかないの
です。そこで抗ヒスタミン薬を使って
ください。よく使うのがジフェンヒド
ラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン
錠、あとプロメタジンメチレンジサリ
チル酸塩、プロメタジン塩酸塩という
薬があります。プロメタジンメチレン
ジサリチル酸塩、プロメタジン塩酸塩
は、名前は有名ですが実臨床ではあま
り使いません。ジフェニドール塩酸塩
は嘔吐中枢に効きますので、良いと思
います。
　ステップ３は吐いているのですから、
制吐剤を使うのが良いと思います。嘔
吐中枢を刺激しているので、先ほど言
ったジフェニドール塩酸塩などが良い
です。なければ塩酸メトクロプラミド、
ドンペリドンでもかまいません。自律
神経の中でも、副交感神経が興奮して

　新井　皆さん、乗り物酔いは吐いて
いるイメージがとても強いので、自律
神経がすごく表に立っているように思
うかもしれませんが、実は後ろで足を
引っ張っているのはバランスなのです。
バランスを前庭といいまして、前庭─
（前庭）自律反射が車酔いの病態の中
心なのです。車に乗っていますと車窓
からの景色が動いていますから、視覚
が関係します。意識していないと思い
ますが、前庭に含まれる三半規管、耳
石のバランス情報も脳に行きます。車
の中では足が床についていますから、
深部感覚として停まっている情報が脳
に行きます。脳のニューラルストアと
いう、過去のバランス情報をたくさん
蓄え、処理するところがあるのですが、
そこには今までに乗った車の情報がた
くさん蓄積されているのです。そこか
ら「今回の乗り物はどんな情報かな」
ということを導き出すのですが、それ
を超えた揺れですと、今回の揺れ情報
に置き換えなければならないのです。
そのときに、扁桃体に揺れの情報が伝
わり、「今回の揺れは気持ちがいいで
すか、気持ちが悪いですか」と判断さ
せます。当然、扁桃体の答えは一つで、
「気持ちが悪いよ」との判断をします
ので、すると、視床下部を通して自律
神経に指令を送り、吐くというパター
ンになるのです。もう一度申しますが、
吐くほうが圧倒的に目につきますが、
実は耳の中の前庭からの揺れの情報が

車酔いの一番の引き金になっているの
です。
　池脇　まだお子さんだと経験の蓄積
がないので、わけがわからなくなって
しまうのですね。
　新井　そうなのです。お母様方で子
どもの頃に車酔いで悩んだ方々は、自
分の子どもを極力車に乗せようという
生活の知恵があるので、極力子どもの
うちから車に乗せる方がけっこういら
っしゃいます。
　池脇　素人っぽい質問になってしま
うのですが、車に酔う子どもは船にも
酔いやすいとか、そういう傾向がある
のでしょうか。それとも、車には酔う
けれども、船は大丈夫とか、あるので
しょうか。
　新井　それに関して明確な答えはな
いのですが、実際には車に酔うから船
に必ず酔うという関係はないようです。
いえることは乗り物全般に関しては低
周波の刺激、0.2～0.3㎐という低周波
の揺れが酔いやすいようです。車でし
たら横揺れ、前後揺れ、船は上下揺れ
ですが、その揺れがともに低周波です
と乗り物酔いが起きます。ですから、
もしかしたら縦揺れには強いけれども
横揺れに弱い人は車酔いがしやすいと
いうのがあるかもしれません。
　池脇　今の先生のご説明で、どうし
て起こるのか、メカニズムとか病態に
関してはだいたいわかりました。こう
いうものは段階を経て進んでいくよう
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ぜひおうちで実際に車に乗ったときに
どのように頭が揺れて、さらに、車で
本を読んでいるとどうなるかを疑似体
験させる、それが前庭訓練、リハビリ
になりますので、体験していただこう
と思います。めまいリハビリはアメリ
カでは標準治療です。いわゆる車酔い
に必ず効くとは断言できませんが、や
る価値はあります。ぜひ体験してほし
いです。
　池脇　基本的には頭を振ったり、目
を動かしたりすることによるリハビリ
みたいな感じでしょうか。
　新井　おっしゃるとおりです。めま
いの治療というと、多分多くの医師は
「めまいは寝ていればいい。おとなし
くしていればいいんだよ」と思うかも
しれません。もちろん、ぐるぐる回っ
て、吐いているときはそれでいいので
すが、実は亜急性期から体を動かして
嫌な姿勢を「避ける」から「する」と

いうのが常識です。ですから、車酔い
に関しても、このリハビリ（訓練）を
しますと、当初は気持ちが悪くなるか
もしれません。しかし、吐くことを思
えば、きっと車酔い克服体操になりま
すから、ぜひともやってほしいのです。
ここで、一つリハビリを提示します。
ぜひとも１日２回、食前に施行してく
ださい。１回の練習は20回頭を動かす
体操です。当初はゆっくり頭を動かし
てかまいませんが、慣れたら１秒に１
回の速い動作にしてください。これは
『めまいは寝てては治らない』（中外医
学社）という私のリハビリ本の５番と
いう体操（図）で、紙面の関係で一つ
の提示ですが、７番という体操を加え
るとより車酔い予防体操としては理想
的です。
　池脇　新しいことをありがとうござ
いました。

しまっています。実は交感神経を興奮
させると相対的に副交感神経の興奮が
やわらぐので、氷水や氷を口に入れる
のもすごく良い方法です。
　池脇　今先生がいわれた情報量、私
もちょっと理解しにくい感じがあるの
ですが、ステップ１でしたらお子さん
にこうしなさいと指導するのがいいで
しょうね。ステップ２、ステップ３は、
例えば車に乗る、ちょっと酔いそうだ
というときに事前に内服させるのでし
ょうか。
　新井　今先生がおっしゃったとおり
です。酔う子はお父さん、お母さんが
覚悟して乗せているはずなので、ジフ
ェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ
フィリン錠やその子ども用を車に乗る
30分前にのませてください。それでも
う一回追加の薬をのませるときの水は
氷水でのませてください。お母さんや
お父さんは前の席に酔う子どもを座ら
せて、きちんとシートベルトをして、
ヘッドレストに頭をつけるという指導
をしてください。
　でも、もっと大事なことがあります。
酔うと本人は辛いので、出かけたくな
くなってしまうのです。ですから、そ
ういうことをお母さんやお父さんが自
分が小さいときに経験しているならば、
遺伝傾向があります。ニューラルスト
アに車に乗るときの揺れに関する情報
を少しでも多く記憶させてください。
２歳以降、自分の足で歩けるようにな

ったときにはどんどん車に乗せてくだ
さい。それでも心配なときは、今回質
問にありました前庭リハビリを教えた
いと思います。
　池脇　リハビリテーションは車酔い
をするような状況の疑似体験をさせて、
ならないようにする、そんな感じでし
ょうか。
　新井　そうなのです。実際に車に乗
ると吐いてしまいます。吐いている子
どもを見るのは辛いと思いますので、

図

新井基洋：『めまいリハビリ実践バイブル』
（中外医学社）2013
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ぜひおうちで実際に車に乗ったときに
どのように頭が揺れて、さらに、車で
本を読んでいるとどうなるかを疑似体
験させる、それが前庭訓練、リハビリ
になりますので、体験していただこう
と思います。めまいリハビリはアメリ
カでは標準治療です。いわゆる車酔い
に必ず効くとは断言できませんが、や
る価値はあります。ぜひ体験してほし
いです。
　池脇　基本的には頭を振ったり、目
を動かしたりすることによるリハビリ
みたいな感じでしょうか。
　新井　おっしゃるとおりです。めま
いの治療というと、多分多くの医師は
「めまいは寝ていればいい。おとなし
くしていればいいんだよ」と思うかも
しれません。もちろん、ぐるぐる回っ
て、吐いているときはそれでいいので
すが、実は亜急性期から体を動かして
嫌な姿勢を「避ける」から「する」と

いうのが常識です。ですから、車酔い
に関しても、このリハビリ（訓練）を
しますと、当初は気持ちが悪くなるか
もしれません。しかし、吐くことを思
えば、きっと車酔い克服体操になりま
すから、ぜひともやってほしいのです。
ここで、一つリハビリを提示します。
ぜひとも１日２回、食前に施行してく
ださい。１回の練習は20回頭を動かす
体操です。当初はゆっくり頭を動かし
てかまいませんが、慣れたら１秒に１
回の速い動作にしてください。これは
『めまいは寝てては治らない』（中外医
学社）という私のリハビリ本の５番と
いう体操（図）で、紙面の関係で一つ
の提示ですが、７番という体操を加え
るとより車酔い予防体操としては理想
的です。
　池脇　新しいことをありがとうござ
いました。

しまっています。実は交感神経を興奮
させると相対的に副交感神経の興奮が
やわらぐので、氷水や氷を口に入れる
のもすごく良い方法です。
　池脇　今先生がいわれた情報量、私
もちょっと理解しにくい感じがあるの
ですが、ステップ１でしたらお子さん
にこうしなさいと指導するのがいいで
しょうね。ステップ２、ステップ３は、
例えば車に乗る、ちょっと酔いそうだ
というときに事前に内服させるのでし
ょうか。
　新井　今先生がおっしゃったとおり
です。酔う子はお父さん、お母さんが
覚悟して乗せているはずなので、ジフ
ェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ
フィリン錠やその子ども用を車に乗る
30分前にのませてください。それでも
う一回追加の薬をのませるときの水は
氷水でのませてください。お母さんや
お父さんは前の席に酔う子どもを座ら
せて、きちんとシートベルトをして、
ヘッドレストに頭をつけるという指導
をしてください。
　でも、もっと大事なことがあります。
酔うと本人は辛いので、出かけたくな
くなってしまうのです。ですから、そ
ういうことをお母さんやお父さんが自
分が小さいときに経験しているならば、
遺伝傾向があります。ニューラルスト
アに車に乗るときの揺れに関する情報
を少しでも多く記憶させてください。
２歳以降、自分の足で歩けるようにな

ったときにはどんどん車に乗せてくだ
さい。それでも心配なときは、今回質
問にありました前庭リハビリを教えた
いと思います。
　池脇　リハビリテーションは車酔い
をするような状況の疑似体験をさせて、
ならないようにする、そんな感じでし
ょうか。
　新井　そうなのです。実際に車に乗
ると吐いてしまいます。吐いている子
どもを見るのは辛いと思いますので、

図

新井基洋：『めまいリハビリ実践バイブル』
（中外医学社）2013
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