
めまい 

めまい～疾患編～ 

めまいは多くの人が経験したことのある症状で、気のせいや睡眠不足のせいなどと片付けら

れやすいものです。 

めまいが起こったとしても、必ずしも病的なものとは限りませんが、その症状が悪化したり

長引いたりすると日常生活に支障をきたすことがあります。 

また、脳梗塞など命に関わる重大な病気が潜んでいる場合もあります。 

このコンテンツではめまいの病態を中心に 

【疫学】 

【めまいの仕組み】 

【めまいの症状】 

【めまいの原因】 

【検査と診断】 

【めまいの問題点】 

の順に見て参ります。 

 

 

疫学 

めまいとはどのようなものであるか疫学などを見てまいります。 

 

概要 

めまいとは、自分自身または周囲が動いていないにも関わらず動いているという違和感を覚

える状態のことを言い、強い不快感を伴います。 

一般的には、『目が回る・目が眩む』などと表現され、日常生活の中で多くの人が経験した

ことのある症状です。 

乗り物酔いやストレス・睡眠不足など、ちょっとした体調不良が原因のこともあれば、耳の

病気や不整脈などの全身の病気、さらには脳梗塞や脳出血などの命に関わる病気によって、

めまいが起こることもあり原因は様々です。 

また、原因がはっきりとわからないこともよくあります。 

統計 

厚生労働省の国民生活基礎調査によると、人口1,000人に対してめまいを自覚している人

の割合は、平成28年では[男性13.2人 女性30.2人]となっています。 



男性よりも女性の方が多く、また次のグラフを見てみると年齢が上がるほど自覚している

割合は多くなっています。 

高齢者になると、筋肉の衰えなどから平衡感覚に障害をきたすことで、めまいの原因に繋

がるケースが増えるからです。 

 

 

めまいの仕組み 

めまいの仕組みについて見てまいります。 

 

体のバランスとめまい  

めまいは体のバランスが崩れることで起こります。 

通常時に、体がふらつかずバランスを保つことができるのは、体に平衡感覚が備わっている

ためです。 

 

平衡感覚 

平衡感覚には、【目・耳・全身の筋肉や関節・脳】が大きく関与しています。 

目は、周囲の景色や動きを見ることで水平や垂直の方向、または自分がどのように動いて

いるかを感じ取り、この情報を脳へ伝えます。 

耳は、体の回転や傾きを感じ取り脳へ伝えます。 

全身の筋肉や関節からは、体の動きや位置などの情報が脳へと伝えられます。 

脳ではこれらの情報をまとめ、その時に適した体の動きやバランスを保つように全身へ指

令を出します。 



このようにして安定した姿勢が維持されています。  

体のバランスを保つ仕組みの中で重要な耳は、体のバランスを感じ取る平衡感覚と、音を

感じ取る聴覚を司っています。 

 

耳の構造  

耳は、外側から【外耳・中耳・内耳】の三つの部分に分かれており、平衡感覚には 

内耳の三半規管と前庭にある耳石器が大きく関わっています。 

 

内耳 

内耳は、三半規管・前庭に加え聴覚を司る蝸牛で構成されています。 

その中は二重構造になっていて、外側に外リンパ液、内側に内リンパ液が流れています。 

 

三半規管 

三半規管では、頭や体の動きの向きや速さを感じ取ります。 

半円状の三つの管がそれぞれ直角に交わった構造になっており、この三つの管はそれぞ

れ水平方向の動きと、垂直方向の左右および前後の動きを感じております。 

頭や体が動くと管の中の内リンパ液に流れが生じるため、管の根元にある感覚細胞が刺

激されます。 

 



耳石器 

三半規管の根元には横向きと縦向きの2つの耳石器があり、それぞれ炭酸カルシウムでで

きた小さな耳石がたくさん入っています。 

耳石は、頭が傾いたり重力や遠心力などが掛かったりすると位置にズレが生じ、そのズ

レ方を感覚細胞が感じます。 

 

三半規管や耳石器で感じ取られた情報は、前庭神経を通じて脳に伝えられます。 

そして、脳からそれに適した体の動きやバランスを保つように全身へ指令が出されます。 

また、三半規管に隣接している蝸牛では外耳から中耳へと伝わってきた音を感じ取り、蝸

牛神経を通じて脳に伝えられます。 

 

めまいの仕組み  

次に、めまいが起こる仕組みについて見てまいります。 

めまいの起こる仕組みとは 

 

・平衡感覚に関連している内耳の三半規管や耳石器が障害される 

・前庭神経が障害され、三半規管や耳石器が感知した情報が脳にきちんと伝わらない 

・内耳・目・全身の筋肉などからの情報を統合している脳に障害が起こった時 

 

のような、内耳の障害と脳の障害が主な原因と言われています。 

また、内耳や脳の障害以外にも様々な病気などが原因となってめまいが起こります。 

特に、首がめまいと深い関係にあるということが最近のめまいに対する考え方の1つとして

挙げられています。 

首は頭と全身をつなぐ関所のような役割をしており、血管神経・自律神経などの通り道にな

っているためです。  

 

 

めまいの症状 

めまいの症状について見てまいります。 

 

めまいの種類  

めまいは大きく分けると【回転性めまい・浮動性めまい】があり、その他に【平衡失調・立

ちくらみ など】のタイプがあります。 

 

 



 

 

感じ方：周囲や天井が一定の方向に流れるように回って見える 

   自分自身がぐるぐる回っている 

症状：激しいめまい 

   吐き気を伴うこともある 

原因：多くは内耳の障害 

   脳の障害の場合もある 

 

 

 

感じ方：体が宙に浮いているように感じる 

    目の前の景色が揺れて見える 

症状：歩行困難 

徐々に現れることがある 

原因：脳梗塞などの脳の障害 

   内耳の障害の場合もある    

 

その他の種類 

 

 

 

・歩いている時につまずきやすくなる 

・真っ直ぐに歩けない 

・ふらつく・倒れそうになる 

などの症状を言います。 

 

 

 

めまいの症状  

めまいは、その原因に様々な種類がありますが、症状の起こり方も様々です。 

多くの場合、めまいは突然起こります。 

しかし、特定の体位をとったり特定の動作をしたりした時にだけめまいが起こることもあり

ます。 

また、少し休むと治る場合もあれば何日もめまいが続くこともあります。 

一旦治っても、何度も繰り返し起こることや、症状が悪化していく場合もあります。 

回転性めまい 

浮動性めまい 

症状：歩いている時に 躓
つまず

きやすくなる 

まっすぐに歩けない 

ふらつく 

倒れそうになる 

症状：立ち上がると目の前が暗くなる  

クラクラして意識が遠のく 

原因：起立性低血圧などの血圧変動 

平衡失調 立ちくらみ 



そして、めまいと同時に【耳の症状・目の症状・自律神経症状・神経症状など】が現れるこ

とがよくあります。 

耳の症状 

耳の症状としては耳鳴りや難聴などがあり、特に内耳の障害によりめまいが起こっている

場合に多く現れます。 

これは、平衡感覚を司る三半規管や耳石器が、聴覚を司る蝸牛と接近しており、さらにそ

れぞれの情報を脳へ伝達する神経も寄り添って走っているためです。 

三半規管などが障害されてめまいが現れると同時に、その刺激が蝸牛にも影響し耳鳴りや

難聴が現れてきます。 

以下の図は、耳も含めた全身で起こる症状をまとめたものです。 

・目がチカチカする

・目が霞む

・目の奥が痛い

・吐き気

・嘔吐

・頭痛

・顔面蒼白

・冷や汗

・動悸 など

・手足や口が痺れる

・呂律が回らない

・物が二重に見える

・意識が薄れる

・激しい頭痛 など

・耳鳴り

・難聴 など

 
なお、神経症状が見られる場合は、脳梗塞や脳出血などの脳の障害が考えられ命に関わる

可能性があるため、めまいの症状が軽くても一刻も早く脳神経外科や神経内科を受診する

必要があります。 

 

 

 

めまいの原因 

めまいの原因について見てまいります。 

めまいは、主に内耳や前庭神経などの末梢の病気や脳の病気で見られますが、その他にも 

【頚性めまい・自律神経失調症・心の病気・糖尿病など】でも起こります。 



めまいの原因の内訳は、 

・内耳などの末梢の病気が多い 

という報告もあれば 

・内耳や脳以外のその他の病気が原因でめまいが起こることが多い 

という報告もあり、診療科によって異なるようです。 

 

末梢の病気  

めまいを起こす内耳などの末梢の病気について見てまいります。 

 

メニエール病 

めまいを起こす内耳の病気として最も有名なのがメニエール病です。 

症状：突然激しい回転性のめまいや耳鳴りなどが起こり、その後も発作を何度も繰り返し

ます。 

原因：内耳の三半規管・蝸牛などの内部にある内リンパ液が異常に増えて水ぶくれのよう

な状態になる内リンパ水腫が起こり、前庭神経・蝸牛神経を刺激するためと考えら

れています。 

また、内リンパ水腫を引き起こす原因としてストレスが大きく関わっていると言わ

れていますが、まだはっきりとは分かっていません。 

 

良性発作性頭位めまい症 

良性発作性頭位めまい症は、頭を特定の位置に変えた時にめまいが起こる病気です。 

症状：寝床から起き上がった時、寝返りを打った時、洗顔をするために下を向いた時など

にめまいが起きます。 

めまいの持続時間は短く、数秒から数10分間程度で治まります。 

良性発作性頭位めまい症は、内耳性のめまいの中で最も発症頻度が高いと言われて

います。 

原因：耳石器にある耳石が剥がれ落ち三半規管の中に入り込んでしまうためと考えられて

います。 

その結果、頭を動かした時に耳石によってリンパ液の流れが満たされ、めまいが起

こります。 

 

前庭神経炎 

前庭神経炎は、内耳の情報を脳に伝える前庭神経に炎症が起こる病気です。 

症状：突然起き上がれないほどの激しい回転性めまいが起こり、2～3日間続きます。 



その後もふらふらした感じが残り、完全に治るまでに1～数ヶ月かかることもあり

ます。 

原因：確かな原因はよくわかっていませんが、風邪を引いた後に発症しやすいことからウ

イルス感染によって起こると考えられています。 

 

突発性難聴 

突発性難聴は、突然何のきっかけもなく片側の耳が聞こえにくくなる病気です。 

症状：約4割の人がめまいを伴います。 

原因：突発性難聴の原因は今のところまだ分かっていませんが、ウイルス感染や内耳に血

液を送る動脈で起きた血流障害が関与しているのではないかと考えられています。 

 

外リンパ瘻
ろう

 

外リンパ瘻は、前庭部の近くにある中耳と内耳の間を仕切っている膜が破れてない耳の外

リンパ液が中耳に漏れだす病気です。 

症状：突発性難聴と同じく、めまいや難聴が突然起こるのが特徴です。 

原因：中耳と内耳の間の膜は他と比べて薄いため、 

・咳やくしゃみ 

・鼻を強くかむ 

・ダイビングや登山での急激な気圧の変化 など 

がきっかけとなって破れると言われています。 

 

その他 

その他にもめまいを起こす内耳などの末梢の病気としては 

・前庭神経や蝸牛神経に腫瘍ができる場合(聴神経腫瘍) 

・中耳炎の炎症が内耳にまで広がって内耳炎を起こした場合 

・水痘帯状疱疹ウイルスが内耳に感染するラムゼイハント症候群 など 

があります。 

 

脳の病気  

 次に、めまいを起こす脳の病気について見てまいります。 

脳梗塞や脳出血脳腫瘍などでは、病巣部が脳を圧迫し、脳の循環や代謝を低下させるために

めまいが引き起こされます。 

手足のしびれや意識障害などの神経症状も伴います。 

このような脳の病気が原因となって起こるめまいは命に関わることがあるため、注意が必要

です。 



 

椎骨脳底動脈循環不全 

椎骨脳底動脈循環不全は、椎骨動脈や脳底動脈の血液循

環が一時的に悪くなる病気です。 

症状：めまいなどの症状は現れますが、すぐに血流が再

開するために短時間で症状が消えるという一過性

脳虚血発作 (TIA) の一種です。 

原因：脳梗塞を伴わない椎骨動脈系の血流減少が原因と

言われています。 

 

 

 

 

 

その他の病気  

次に、内耳や脳以外のめまいを起こす病気について見てまいります。 

めまいを起こす病気として、以下のような病気が挙げられます。 

 

頚性めまい 

頚性めまいでは、首の骨や靭帯などの異常によって首を回したりそらしたりする時にめま

いが生じます。 

症状：肩こり頭痛吐き気などの症状を伴うこともあります。 

原因：頚椎にトゲのような突起ができたり、頚椎の並びにずれが生じたりする変形性頚椎

症や、自動車の追突事故などによって起こるむち打ち症などが原因となります。 

尚、椎骨脳底動脈循環不全でも同様に、首を動かした時にめまいが生じることがあ

ります。 

 

自律神経失調症 

自律神経の働きが乱れる自律神経失調症でもめまいが起こります。 

起立性低血圧⇒立ち上がった時に血圧が下がり立ちくらみが起こります。 

起立性調節障害⇒学童期から思春期にかけて起こりやすく、朝礼などで長時間立っている

とふらついて倒れたり気分が悪くなったりします。 

更年期障害⇒40歳代後半から50歳代前半の女性に多く、のぼせ・発汗・頭痛・イライラ

など様々な自律神経失調症状に伴い、めまいや耳鳴りなどの症状も現れるこ

とがあります。 

椎骨動脈とは 

心臓から脳へ向かって出ている血管の1

つです。 

左右に一対あり、それが合流して1本の

脳底動脈になります。 

脳や内耳などの平衡機能を司る器官へ

血液と栄養を運んでいるため、椎骨脳

底循環不全になると 

めまいや手足のしびれの症状が出ます。 



 

心の病気 

心の風邪とも言われるうつ病では、憂鬱感や不安などとともに、めまいや耳鳴りの症状が

現れることもあります。 

不安障害の一つであるパニック障害では、パニック発作の症候としてめまいが動悸や発汗

などの症状と共に出現し、このような短時間の不安の発作が繰り返し起こります。 

 

その他 

その他に、血液循環に影響する 

糖尿病・高血圧・低血圧・不整脈・脂質異常症・動脈硬化・貧血・肩こり・頭痛 など 

によってめまいが引き起こされることがあります。 

このように、めまいは様々な病気が原因となって現れる状態ですが、特に身体的な異常が

見られず原因がはっきりとわからないこともよくあります。 

 

生活習慣  

病気以外でも、不摂生な生活習慣などによってめまいは引き起こされます。 

例えば、 

・過労などの身体的ストレス 

・人間関係や心配事などの精神的ストレス 

・疲れが溜まっていたり睡眠不足の状態が続いていたりする時 

・食事や就寝などの生活リズムが不規則になっている時 

・度数の合わない眼鏡やコンタクトレンズを使用している時 

などでめまいが起きたり、症状が悪化したりします。 

また、医薬品でもめまいやふらつきといった副作用が発現することが知られています。 

・アミノグリコシド系抗生物質などにより内耳の機能障害が起こる場合 

・降圧薬や利尿薬などにより脳循環不全が起こる場合 

・催眠鎮静薬や抗うつ薬などの中枢神経抑制作用により運動障害が起こる場合  

などで、めまいが起こることがあります。 

これらの医薬品の副作用によってめまいが起こっている場合には、その原因となっている医

薬品を減量したり投与を中止したりする必要があります 。 

 

 

 

 

 



検査と診断 

次に、めまいの検査と診断について見てまいります。 

 

 

検査 

 

 

問診 

めまいの診断では、問診が重要となります。 

・どのようなめまいであったか 

・どのような状況で起きたか 

・めまいはどのくらい続いたか 

・めまいは何回くらい起きているか 

・何回も繰り返している場合はその頻度 

などを確認します。 

めまいと一緒に他の症状が現れていないかを確かめることも大切なポイントです。 

手足や口がしびれるなどの神経症状が現れていれば脳の病気の可能性が高く、 

耳鳴りや難聴などが現れていれば内耳の病気の可能性が高いと考えられます。 

また、病気の既往歴や薬の服用歴も確認します。 

次にめまいの検査について見てまいります。 

めまいが起こる原因は様々であるため、検査の種類も多いです。 

 

 

平衡感覚検査 

平衡機能検査には、体のバランスを調べる検査と眼球の動きを調べる検査があります。 

 

体のバランスを調べる検査 

体のバランスを調べる検査としては、目を開けた状態と目を閉じた状態で、 

両足立ち・片足立ち・前に出した足のかかとにもう片足のつま先をつける・直立など 

を行い、体のふらつきを調べる直立検査や、 

目隠しをして両腕を水平に上げ、腿を高く上げてその場で足踏みをする足踏み検査な

どがあります。 

ふらつき具合から、めまいの原因が内耳の障害であるか脳の障害であるかを推測する

ことができます。 

 



眼球の検査 

眼球の動きを調べる検査は、平衡機能の障害により眼球が無意識に左

右に動く眼振を調べるために行います。 

注視眼振検査は、裸眼で物を見つめた状態で眼振が現れるかどうかを

調べる検査で、 

非注視眼振検査は、厚い凸レンズが付いている“フレンツェル眼鏡“と

いう特殊なメガネをかけて、患者の目の焦点が合わなくなった状態で

検査を行います。 

内耳に障害がある場合、注視眼振検査では眼振が現れにくいです。 

眼振が起こりそうになると、脳が内耳の機能を補ってものを注視する

ことで眼振を抑えてしまうためです。 

非注視眼振検査では、注視することを遮っているため眼振が現れやすくなります。 

温度眼振検査は、耳の中に冷たい水や暖かい水を少量入れた時にめまいや眼振が現れる

かどうかを調べる検査です。 

健康な人であれば、この検査によってめまいや眼振が見られますが、 

内耳に障害があるとめまいや眼振が現れないか、現れてもごく弱いものになります。 

温度眼振検査は、内耳機能を片側ずつ調べることができる唯一の検査であり、前庭神経

炎の診断に有用です 。 

 

聴力検査 

内耳の障害が原因でめまいが起こっている場合は、耳鳴りや難聴を伴っていることがよく

あり、めまいに気を取られて気付かないことがあるので聴力検査を行います。 

メニエール病の診断では、内リンパ液を排出させるために利尿薬を服用することによっ

て、一時的な聴力の回復が見られるかを検査する場合があります。 

 

自律神経機能検査 

自律神経機能検査は、様々な検査を行っても原因がはっきりしない場合や、問診やその他

の検査で自律神経失調症の可能性が考えられる場合に行います。 

起立性低血圧が疑われる場合はシェロング起立試験を行います。 

①横になって安静にしている状態で血圧と脈拍を測定 

②立ち上がった状態で血圧と脈拍を測定 

そして①と②の値の変動を調べます。 

自律神経の働きが正常であれば、安静時でも起立時でも血圧や脈拍はあまり変動しません

が、自律神経のバランスが乱れて交感神経の働きが低下していると、立ち上がった時に血

圧や脈拍が低下します。 



 

その他の検査 

その他に、ストレスなどの心理的な問題がきっかけとなってめまいが現れることもあるた

め、患者自身が自覚していないストレスや心理状態を客観的に把握するための心理テスト

を行うこともあります。 

一般検査としては、必要に応じて血液検査・血圧測定・内科的検査などを行います。 

これは、貧血や糖尿病など全身的な病気によってめまいが起こることもあるためです。 

また画像検査として、レントゲン検査・ CT 検査・ MRI 検査 などで骨や脳などに異常

がないかを調べることもあります。  

 

診断 

次に診断の流れについて見てまいります。 

めまいの診断は、まず生命の危険に関わる病気や応急治療が必要な病気を除外することから

始め、除外出来れば次のステップとして症状などから該当する病気を特定します。 

 

STEP1(生命の危機に関わるもの) 

めまいと一緒に激しい頭痛・脳神経症状のいずれかが出現している場合は、脳出血や脳梗

塞が疑われるため CT 検査や MRI 検査を行います。 

検査で所見がみられない場合は、椎骨脳底動脈循環不全などが考えられます。 

めまいは心臓の病気にも関係するため、動悸・腰痛・徐脈・頻脈などを伴う時には心電図

検査を行い、不整脈がないかどうかを調べます。 

さらに、めまい症状が悪化して行く場合や軽い頭痛でも、高血圧・糖尿病・喫煙歴など動

脈硬化のリスクファクターを有する場合には、 CT 検査や MRI 検査が行われることがあ

り、脳の病気などがないかを調べます。 

これらの生命の危険に関わる病気が除外されると、次に内耳の病気の中でも大きな治療が

必要な物を除外することが大切となります。 

STEP2(大きな治療が必要なもの) 

突発的な高度難聴を伴う場合や、咳・くしゃみ・鼻をかむなどのいきみがきっかけとなっ

て難聴が進行する場合には、突発性難聴や外リンパ瘻の可能性があるため聴力検査を行い

ます。 

めまいを発症

・激しい頭痛

・脳神経症状

のいずれかがある

CT検査・MRI検査

動悸・腰痛・頻脈・徐脈

などの症状がある(心臓の病気)

心電図検査
高血圧・糖尿病・喫煙歴

などがある

・めまいの悪化

・軽い頭痛

いずれかがある

CT検査・MRI検査

内耳の病気検査へ

はい はい はい はい

いいえ いいえ いいえ

いいえ

簡易フローチャート 



そして、これらの病気が除外できれば次の段階へと進みます。 

STEP3(その他の診断) 

めまいと一緒に耳鳴りや難聴、耳が詰まったような感じがする耳閉感などが生じていれば

メニエール病・聴神経腫瘍・内耳炎・ラムゼイハント症候群などが考えられます。 

この中でも、めまいを何度も繰り返す時にはメニエール病の可能性が高いです。 

耳の症状がなく、めまいのみが現れる場合は、 

【良性発作性頭位めまい症・前庭神経炎・椎骨/脳底動脈循環不全など】 

が考えられます。 

めまいの持続時間や発症のきっかけなどからそれぞれ鑑別を行います。 

 

 

 

 

 

 

簡易フローチャート 

・突発的な高度難聴

・咳/くしゃみ/鼻をかむで

難聴が進行

のいずれかがある

聴力検査

めまいを何度も繰り返し

ている
耳の症状がある

椎骨/脳底動脈循環不全

メニエール病

・手足のしびれ

・下のもつれ

・物が二重に見える

のいずれかがある

・激しい気分の落ち込み

・強い不安感

のいずれかがある

頭痛を繰り返す

心因性めまい

[うつ]に関連するめまい

片頭痛性めまい

めまいを伴う

突発性難聴

顔に麻痺がある ラムゼイハント症候群

良性発作性頭位めまい症

・頭を動かすとめまいがする

・吐き気がある

のいずれかがある

・めまいが1～3日持続する

・感冒の様な症状がある

のいずれかがある

前庭神経炎

・耳垂れ

・鼓膜穿孔(鼓膜に穴)

のいずれかがある

内耳炎・中耳炎が

原因のめまい

はい

はい はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ
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めまいの問題点 

めまいの問題点について見てまいります。 

慢性的にめまいが起こると、日常生活で支障をきたしてしまいます。 

・めまいのために仕事や家事が手につかない 

・めまいが気になって外出がままならない 

・夜も眠れない 

というような日常生活への影響が現れたり、何か重大な病気ではないかと不安になったりし

てしまうこともあります。 

また、めまいは転倒のきっかけとなるため注意が必要です。 

特に高齢になると、平衡感覚を司る機能や自律神経機能が低下する動脈硬化が進み、 

脳血流量が減少する降圧薬などを服用していることが多いなどの理由で、めまいが起こりや

すくなります。 

めまいをきっかけに転倒してしまい骨折が生じ、やがて寝たきりの状態になってしまう、さ

らには脳の活動が低下して認知症に発展する可能性もあります。 

 

 

あとがき 

めまいは、その原因も症状も多岐に渡り、命にかかわる脳梗塞なども症状として現れる場合

がある危険な病気です。 

正しい診断を受けるために、自身の症状をしっかりと理解した上で、問診時に医師に伝える

ことが重要です。 

「この程度なら大丈夫」と自己判断せずに、症状があればしっかりと専門機関を受診しまし

ょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご意見をお聞か

せください。 

感想もお待ちしております。 

 


