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ハンドグリップ運動時及び運動後阻血時における循環反応に対する
体温上昇の影響
西保 岳1）、丹 信介2）、曽根涼子2）、林 恵嗣3）、一之瀬貴志4）
Effbctsofbodyheatingonthecardiovascularresponsesduring
handgripexerciseandpost−eXerCiseischemia
NISHIYASUTakeshi，TANNobusuke，SONERyoko，

HAYASHIKeiji，ICHINOSEMasashi
要 約
高強度避動時には、筋活動における代謝産物蓄積によって筋内での化学受容器（代謝受
容器）が刺激されて、この情報が求心性に脳内に伝わり、自律神経活動調節を介して、血
圧上昇や心拍数の変動係数増加などの反射性循環反応（筋代謝受容器反射調節）が生じるこ
とが知られている。本研究では、この筋代謝受容器反射による循環反応が体温上昇時に変
化するかどうかを明らかにすることを目的とした。8人の健康な男子大学生について、筋
代謝受容器反射を刺激するために、最大筋力の50％の力でハンドグリップ運動を1分間
行った直後に前腕を阻血した状態を3分間特番売した。この筋代謝受容器刺激を、水循環スー
ツに温水を流すとともに下腿を温水に浸けることによって体温を上昇させた前後に行い、
その時の循環反応（心拍数、心拍変動係数、心拍出量、動脈血庄、総末梢血管コンダクタ
ンス、皮膚血流コンダクタンス）を比較した。暑熱負荷自体によって食道温は36．7±0．1℃
（コントロール）から38．0±0．1℃（暑熱負荷）へ上昇し、心拍数、心拍出畳、総末梢コンダ
クタンス及び皮膚血流コンダクタンスは有意に増力ロし、血圧は減少傾向を示し、心拍数変
動係数は低下した。筋代謝受容器反射時には、コントロールと暑熱負荷時において、心拍

数変動係数と血圧は増加した（コントロール；安静時63．1±6．1msecと93±4mmHg、筋
代謝受容器刺激時82．1±10．2msecと122±4mrnHg、暑熱負荷；安静時17．8±2．7msec
と86±3mmHg、筋代謝受容器刺激時22．8±3．1msec と102±3mmHg）。心拍数、一
回抽出量、心拍出畳は両条件下で変化しなかった。皮膚血流コンダクタンスは筋代謝受容
器反射時に、コントロールでは変化しなかったが、暑熱負荷時には上昇した。これらの結

果は、筋代謝一受容器反射は、暑熱負荷時においてもコントロール時とほぼ同様な循環反応
を生じさせるが、皮膚血管収縮に関しては暑熱負荷時のみに生じさせることを示唆した。
キーワード：ハンドグリップ運動、血圧、心拍変動

Abstract

ToinvestlgateWhetherthecardiovascularresponsesduringhandgripexerciseandpost−eXerCise
ischemiatoactivatemusclelnetaboreflexaremodulaterdbyhyperthermia，eighthealthymale
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Su叫ectsperfbrmedsustainedlminutehandgripexerciseat50％ofmaximalvoluntarycontraction
fo1lowedby3minutesforearmocclusionundernormothermicandhyperthermicconditions（Which

wasinducedbyplacingthelegsinthewarmWaterbath（42℃）andwearingwarmwaterperfused
suittoelevatethebodycoretemperature（rectaltemperature）to38℃）．Duringhyperthermia，heart
rate（HR），Cardiacoutput（CO），Skinvascularconductance（SkVC），tOtalvascularconductance
（TVC）wereincreasedandHRvariabilityweredecreased．Duringtheocclusion，HRvariability

andMAPwereincreasedfi・Om63．1±6．1msecand93±4mmHgatthebaselineto82．1±10．2
msecand122±4mmHg，reSPeCtivelyinthenormOthermla，and倉om17・8±2・7and86±3to

22．8±3．1msecandlO2±3mmHg，reSPeCtivelyinthehyperthermia．WhileHR，SVand
werenotchanged丘・OmeaChbaselineinbothconditions．Bytheocclusion，SkVCwasunchangedin

thenormOthemia，Whileitwas8％decreasedinthehyperthermia．TVCwas22％decreasedduring
theocclusioninbothconditions．Thoseresultsshowthatinhyperthermia，muSClemetaboreflex
COuldincreaseMAPwithsimilarmagnituderelativetothenormothermia，butmusclemetabore鎖ex

inducescutaneousvasoconstrictiononlyinhyperthermia．

緒言

に関する研究はほとんど見あたらない。そこで本

運動時には心拍数増加や血圧上昇などの循環反

研究では、筋代謝受容器反射刺激時に生ずる血圧

応が生じるが、この循環反応には、セントラルコ

上昇や心拍数変動係数増加等の循環反応が体温上

マンドとともに、筋代謝受容器反射、筋機械受容

昇時に変化するかを明らかにすることを目的とし

器反射、動腺血圧受容器反射、心肺受容器反射な

た。

どの複数の末梢反射が複合的に作用していると考
えられている9‖5j・17） 。これら末梢反射の中で筋代

筋代謝受容器反射の働きをある程度選択的に検
討するために、ハンドグリップ運動を行い、その

謝受容器反射は、活動筋内において高強度運動に

運動終了直前から上腕に巻いた阻血用カフを用い

伴って生ずる乳酸、水素イオン、ブラジキニン、

て活動肢を阻血し、この運動後阻血を3分続け

プロスタグランジン、カリウムイオン等などの代

て、その阻血中の循環動態を測定し検討した。す

謝産物が蓄積することによって刺激され、中枢を

なわち、ハンドグリップ運動中には、セントラル

介して交感神経活動を増加させて血圧を上昇させ
ることが知られている1）・7‖0川）・12）・】3）・16）
。この筋代謝

動脈血庄受容器反射、心肺受容器反射などが複合

コマンド、筋代謝受容器反射、筋機械受容器反射、

受容器反射は、代謝産物の蓄積により反応が活性

的に働いていると考えられるが、運動後の阻血中

化するという特性から、高い強度の運動時におけ

には、運動を行っていないため、少なくともセン

る循環調節に重要な役割をはたすものと考えられ

トラルコマンドや筋機械受容器反射は働いておら

る。一一方、高強度の運動を長時間続けると体温が

ず、その時に生ずる循環動態は、運動中にも働い

上昇するが、体温が上昇すること自体が循環調節

ていたと考えられる筋代謝受容器反射の働きをあ

反応に影響することも知られている1ヰ）。体温が上

る程度主に反映するものと仮定され、この実験モ

昇すると熱放散機構として、皮膚血管を拡張させ

デルは多くの先行研究でも利用されているl）19）一川。

皮膚血流量を増加させるが、この皮膚血流量の増

したがって、本研究では、体温上昇前後において

加は多いときには身体全体で7−81ノminにも達する

このハンドグリップ運動および終了後の活動筋阻

と考えられており、心拍出量が増加することや、

血を行い、体温上昇前後での運動後阻血時の循環

内臓、腎、筋において血管収縮が起こり、血流再

動態を比較検討した。

分配が起こった結果であると考えられている14）。
実際の暑熱下における高強度運動時の循環調節を
考えた場合、上記の筋代謝受容器反射による循環
反応に体温上昇による影響を加味して考える必要

方法
1）被験者

被験者は8名の健康な男性［年齢：22±1（SEM）

がある。しかしながら、筋代謝受容器反射による

才，身長：169±2cm，体重：58．1±2．Okg］で、

循環反応が体温上昇時にどのように影響されるか

実験に先立ち、被験者には実験の目的、方法及び

ハンドグリップ運動時及び運動後虚血時における循環反応に対する体温上昇の影響

実験実施上の危険性を十分に説明し、実験参加の

（50％MVC）および発揮張力がオシロスコープに表

同意を得た。

示されるようにし、被検者はこれを見ながら静的
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ハンドグリップ運動を行い、この静的ハンドグ
3）実験手順

実験に参加するにあたって、被験者は実験24

リップ連動終了5秒前に右手上腕部の阻血用カフ
を収縮期血圧以上の圧力で膨張させた。運動後阻

時間前から激しい運動やアルコール、カフェイン

血（occlusion）を3分間継続し、その後阻血を解除

を含んだ飲料の摂取を控えるようにした。実験前

し、3分間の回複を行った。その後、ポンプで

の体水分状態を統一するため、実験前夜は夕食

浴槽の温水をより高温の温水と入れ替え、㌔飢e．を

後就寝までに、500mlのミネラルウオーターを摂

40〜41℃に上昇させた。実験中はヒーターによ

取した。また、実験当日は指定した朝食と300ml

り㌔aterを40〜41℃に保った。さらに水循環スー

のミネラルウオーターを実験開始の2時間前まで

ツ内の循環水の温度を42℃付近に保った。直腸

に摂取した。

被験者が実験室に来てから、食道温（Esophageal
Tbmperature：㌔）測定用の熱電対を鼻腔から身長

温が38℃付近に上昇した後（約45分）に、暑熱負
荷時としてコントロールと同様に上記測定を行っ

た。

のl／4の長さで挿入し、排尿をすませた後、体重
を計測し、環境温25℃に設定した実験室内にある
イスに座って安静状態を保った。続いて、静的ハ

4）各パラメーターの測定方法

㌔及び℃kは熱電対を用いて測定し、データは

ンドグリップ運動における最大発揮張力（MVC）

1秒毎にデータロガーシステム（ハイブリッドレ

をハンドグリップダイナモメーターにより測定し

コーダー、Ⅶkogawa、Japan）を通してコンピュー

た。ハンドグリップは右手で行い、測定値から最

ター（PC980ZNF，NEC，J叩an）に記録、その催を1

大発揮張力の50％（50％MVC）を算出した。安静
℃k）測定用の熱電対、心電図測定用の電極、心拍

分毎に平均した値を解析に用いた。皮膚温は6点
（胸部、背上部、背下部、腹普臥大腿部、下腿部）
から測定し、Tayloretal．（1984）18）の以下の計算式

出量測定のためのインピーダンスカルジオグラフ

を用いて平均皮膚温（MeanSkinTbmperature：テsk）

の電極を頭部及び胸部に、心音図用マイクロフォ

を求めた。

を保っている期間に、皮膚温（SkinTemperature：

ンを左胸部に、耳栄脆披測定用の光電官トランス
ジューサーを耳束に、血圧測定用の指カブを左手

官sk＝0．22×胸部皮膚温十0ユlX背上部皮膚温

中指に、皮膚血流量測定用プローブを前腕に、装

＋0．19×管下部皮膚温＋0．14×腹部皮膚温

着もしくは取り付けた。また、上半身と頭部に水

＋0．14×大腿部皮膚温＋0．11×下腿部皮膚温

循環スーツを着用し、浴槽に移動してイスに座っ

た。浴槽内の水はヒーターにより35℃付近に保
ち、水量は被検者の膝下の位置までとした。浴槽

血圧は非観血的にbeat−by−beatにて指先から

計測した（フィナプレス、オメダ社）。収縮期血

に移動した後、水循環スーツ内に35℃付近に保っ

圧（SystolicArterialPressure：SAP）及び拡張期血

た温水を循環させ、また、浴槽内に熱電対を取り

圧（DiastolicArterialPressure：DAP）は、上記のコ

付け、水温（㌦at。r）を測定した。

ンピューターシステムにおいて、安静時、阻血

呼吸流量測定用マスクを被検者に取り付け、コ

時、回復時は各3分間の平均を求め、運動時は

ントロール実験のデータ採取開始まで最低約15

30秒ごとに平均した。平均血圧（MeanArterial

分間安静を保った。被検者毎に15回／分の呼吸

Pressure‥MAP）は以下の式により算出した。

頻度で各自楽に呼吸できる一回吸気量をあらか
じめ計測しておき、被験者には、測定期間中を

MAP＝（SAP−DAP）／3＋DAP

通して15回／分の呼吸頻度とあらかじめ設定し
た一回吸気量を保つように指示し、オシロスコー

プ及びオーディオシグナルによりこれを補助し

心電図は胸部双極誘導にて測定し、心音図及び
耳莱脈波微分波形、インピーダンスカルジオグラ

た。安静時の測定後、50％MVCでの静的ハンド

フの微分波形、血圧波形を同時に測定し、これら

グリップ運動を60秒間行った。目標とする張力

のデータは実験中にサーマルドットレコーダー
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（オムニエース、日本電気三栄）にてモニターする

と共に、PCMレコーダー（RP−882，エヌエフ）に記

■U

を用いて、安静時、阻血時、回復時の各3分間に

八じ

おける心拍出量（CardiacOutput：CO）を算出した。

ハU

quadra，アップル社）に入れ、波形重ね合わせ法3）

如H呂己．乱句ヨ

換の後にパーソナルコンピューター（Macintosh

り︼1 0

録した。後日、PCMレコーダのデータをA／D変

さらに、このCOをMAPで際して総末梢血流コン
ダクタンス（TotalVascularConductance：TVC）を算

八じ

間隔の変動係数（SD−RR）を1分間におけるbeat−

∩︶

qU 5

出した。安静時および阻血時における心電図R−R
bytbeatのR−R期間の標準偏差として算出した。

この皮膚血流量をMAPで除して皮膚血流コンダ
クタンス（SkinⅥ1SCularConductance：SkVC）を算
出した。また、コントロールの安静時で除した

霊6︑票再むq．再ロ

（LBFl，アドバンス）を用いて連続的に測定した。

一U

皮膚血流量測定にレーザードップラー血流計

八U

SkVCを皮膚血流コンダクタンスインデックス
（SkVCindex：SkVCI）として計算した。
主観的運動強度（RatingofPerceivedExertion：
RアE）は各運動終了直後に測定した。
rest ex30 ex60 occlusion recovery
6）統計処理

Figurel Changesin MAP andHRin
COntrOl（normothermia）andheat

条件間の差の検定には繰り返しのある二元配置

（hyperthermia）

分散分析を用いた。事後検定としてのLSD法に

S

よ−）平均値間の差を比較した。危険率5％以下を

controlandheat

有意と判定した。データは全て平均値±標準誤差
で示した。

図2に示す。心拍出量、給血管コンダクタンスと
結果

コントロール時の運動開始前の食道温および平
均皮膚温は、36．7±0．1℃ と34．7±0．1℃であり、
暑熱負荷によってそれらは上昇し、運動開始前に
は38．0±0．1℃と37．7±0．1℃であった。
平均血圧、心拍数の経時変化を図1に示す。コ

もに、コントロール及び暑熱時で、阻血時に低下
した。暑熱時において全体的に、コントロールよ
りも高い値を示した。
皮膚血流コンダクタンスインデックスの経時変

化を図3に示す。暑熱時には、ハンドグ

ントロール、暑熱時ともに、ハンドグリップ運動

ル時には、有意な変化を示さなかった。暑熱時に

時には、平均血庄は上昇し、阻血時にも上昇した

おいて、コントロールよりも高い値を示した。

催が維持された。暑熱時において、平均血圧がコ

リップ運

動時及び阻血時に有意に低下したが、コントロー

SD−RRの経時変化を図4に示す。コントロー

ントロールよりも低い傾向にあり、阻血時、回復

ル、暑熱時ともに、阻血時に有意に上昇し、暑熱

時においての差は有意であった。心拍数は、コン

時においては全体的にコントロールよりも低い値

トロール、暑熱時ともに、運動時には上昇し、阻血、

を示した。

回復時には、安静値と有意な差は見られなかった。

暑熱時には、コントロールよりも約40拍／分全

ハンドグリップ運動時におけるRPEは、暑熱
負荷時において18±lでありコントロールの16

体的に高い催であった。

±1よりも高かった。

心拍出量と給血管コンダクタンスの経時変化を
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考察

暑熱負荷によって、食道温は暑熱負荷前の36．7

±0．1℃から38．0±0．1℃へ上昇し、心拍数、心拍
出量、総末梢コンダクタンス、皮膚血流コンダク

occlusion recovery

rest

Figure4 Changesin SD−RRin control

（normothermia）and heat
（hyperthermia）
S

タンスは有意に増加し、血圧は低下傾向を示し、
心拍数変動係数は有意に低下した。筋代謝受容器

controlandheat

反射時には、コントロール、暑熱負荷時ともに、
血圧は同程度上昇し、心拍数変動係数、総末梢コ
ンダクタンスは低下したが、心拍数、一回抽出量、

せることを示唆する。
静的なハンドグリップ運動を行なうと、動脈血

心拍出量は変化しなかった。皮膚血流コンダクタ

圧は運動時間の経過にともなって徐々に増加し、

ンスは、コントロールでは変化しなかったが、暑

本葉験のように通勤終了直前に運動Lている方の

熱負荷時には上昇した。これらの結果は、筋代謝

上腕を血圧用カフに動脈血庄以上の圧力をかけて

受容器反射は、コントロールと同様に暑熱負荷時

圧迫して、前腕部分を阻血すると、阻血期間中に

においてもほぼ同様の循環反応を生じさせるが、

は運動を終了しているにも関わらず動脈血庄が安

皮膚血管収縮に関しては暑熱負荷時のみに生じさ

静時よりも上昇したままとなるり，7）・9）。この阻血の

酉保 岳、丹 信介、曽根涼子、林 恵嗣、一之瀬貴志
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状態では、運動を終了しているためセントラルコ

おける皮膚血流量の顕著な増加は主に血管拡張作

マンドや筋機械受容器反射は働いていないと考え

用によるものと考えられている軋14）。また、筋代

られる。このようなことから、筋収縮によって生

謝受容器反射がこの皮膚血管拡張作用を抑制する

ずる代謝性変化を感知する受容器が筋肉内にあ

との報告2）・6）もあり、さらにコントロールにおい

り、それが自律神経を介して末梢血管を収縮させ

ては筋代謝受容器刺激時には変化がなかったこと

ることによって血圧を上昇させると考えられてお

から考えると、今回の皮膚血管コンダクタンスの

り、このような反射を筋代謝受容器反射（musCle

低下は、筋代謝受容器反射による血管拡張作用の

metaboreAex）というl，7），9J。この反射反応では、筋

抑制によるものと考えられる。

機械受容韓と同様に、筋内にある細い求心神経線

筋内代謝受容器反射の際の交感神経活動の増大

経であるグループⅠⅠⅠやIVの末端が受容器として

は、末梢血管だけではなく心臓へも働くと考えら

働き、筋肉内での刺激が中枢を経由して交感神経

れるが、ヒトにおいての先行研究においては、筋

を興奮させると考えられおり、受容器を興奮させ

代謝受容器反射時には心拍数は増加しないとする

る化学物質としては、乳酸、水素イオン、ブラジ

報告が多く5），ll）、今回の我々の結果においてもコ

キニン、プロスタグランジン、カリウムイオン等

ントロール時に心拍数は筋代謝受容器反射時に変

があげられる軋14）・17）

化しなかった。我々は、この筋内代謝受容器反射

。

血圧は心拍出量の増加と総末梢血管コンダクタ

時の心拍数の変化は、筋内代謝受容器反射による

ンスの逆数との積で表せることから、血圧上昇は

交感神経の克進に伴う心拍数増加の効果と、血圧

心拍出量が増加するかまたは総末梢血管コンダク

上昇による圧受容反射からの副交感神経克進に

タンスが減少すれば増加することになる。ヒトに

伴う心拍減少効果が、相殺された結果であると

おける筋代謝受容器反射による血圧上昇は、主に、

いう考えを捷喝している11）。今回も先行研究l‖と

末梢血管の収縮による総末梢血管コンダクタンス

同様に、コントロール時において、阻血時にSD−

の低下によるものと考えられている‖）。本研究に

RRが増加した。SD−RRの増加は、副交感神経活

おいても、コントロール時に結末梢血管コンダク

動克進の指標として用いられることから、筋代謝

タンスが低下することから、交感神経性の血管収

受容器刺激時には、副交感神経克進が生じること

縮が生じていることが考えられる。体温上昇時に

が示唆される。さらに今回の結果で新たに、暑熱

は、安静時心拍数が体温上昇前（コントロール）に

負荷時においても、阻血時にはSD−RRが増加す

比べて約40拍高く、それに応じて心拍出畳も増

ることが示された。暑熱負荷時には、安静時心拍

加した。この時、血圧は体温上昇前に比べてわず

数が体温上昇前よりも40柏増加していることか
ら、安静時R−R間隔が約300msec減少しており、

かに低下する傾向を示したことから、体温上昇時
には結末梢血管コンダクタンスが著しく増加した

このことは暑熱負荷時安静時におけるSD−R−Rが

ことがわかる。体温上昇時には、皮膚血管が拡張

体温上昇前よりも有意に低下していた原因である

して、皮膚血流が著しく増加することが知られて

と考えられる。暑熱時における体温上昇に伴う心

いるが4），8）、本研究においても体温上昇時には、

拍数上昇は、交感神経の克進、副交感神経の低下、

皮膚血流量はコントロール時の約7倍に増加して

血渠カテコールアミンによる心筋への作用等が考

いた。このような体温上昇時に筋代謝受容器を刺

えられている14）。このように体温増加時において

激した場合、血圧は増加し、この増加反応の程度

安静時心拍数が増加している状況下においても、

にはコントロールと有意な差は見られなかった。

筋代謝受容器刺激時には、副交感神経克進が生じ

しかしながら、皮膚血管の拡張度合いを示すパラ

ることが示唆された。

メーターである皮膚血管コンダクタンスは筋代謝

今回の実験では、体温上昇時におけるハンドグ

受容器刺激時には、コントロール時には変化しな

リップ連動および終了後の活動筋阻血中の循環動

かったのに対して体温上昇時には有意に低下し

態を検討した。用いたハンドグリップ運動は、小

た。体温上昇時における皮膚血流調節は、交感神

筋群を用いた筋収縮であるが1分強でオールアウ

経性の血管収縮作用と拡張作用が別々に働くと考
えられているヱ）卵）
が、今回のように深部体温がコ

環動態は、運動中にも働いていたと考えられる筋

ントロールよりも1℃以上上昇するような場合に

代謝受容器反射の働きをある程度反映するものと

トに至る高強度運動である。運動後の阻血中の循

ハンドグリップ運動時及び運動後虚血時における循環反応に対する体温上昇の影響
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仮定されているl）・9），13）。得られた結果から、暑熱

Koga S andNishiyasuT（1998）：Modulationof

環境下において体温が上昇している状態におい

thethermoregulatorysweatlngreSPOnSetOmi1d

て、筋トレや1分程度で疲労困僚になるような高

hyperthermia during activation of the muscle

強度運動を行った場合には、体温が上昇していな

metaboreBex．JPhysiol．512．2：59ト598

い時に比べて、血圧や心拍数は同程度変化（増加）
することが示された。安静時心拍数は体温上昇時

6．KondoN，YanaglmOtOS，NishiyasuTandCranda11
CG（2003）：Effects ofmusclemetaboreceptor

には約40拍増加していることから、体温上昇時

Stimulationoncutaneousblood且ow什omglabrous

に循環系には運動前からかなりのストレスがか

andnonglabrousskininmildlyheatedhumans．J

かっていると考えられるが、短時間の高強度運動
には対応できる可能性を示唆している。このよう

AppIPhysiol・94（5）：1829−35

7．McCloskey，D．Ⅰ．andJ．H．Mitchell，Reflex

に、運動時の血圧を体温上昇時においても上昇前

CardiovascularandresplratOryreSPOnSeSOrlglnatlng

と同様に上昇させることができたメカニズムの一

in exercising muscle．JPhysiol，1972．224

つとして、筋代謝受容器反射による皮膚血管収縮
作用が重要であることが示唆された。

（1）：173−86．

8．西保 岳（1994）：運動時の皮膚循環調節、一遇

まとめとして、暑熱負荷によって食道温は暑熱

動と自律神経−、体育の科学、44（6）：443−448

負荷前の36．7±0．1℃から38．0±0．1℃へ上昇し、

9．西保 岳、一之瀬貴志、近藤徳彦、斉藤 滴

心拍数、心拍出量、総末梢コンダクタンス、皮膚

（2005）：運動時血流制御、運動生理学、体育の

血流コンダクタンスは有意に増加し、血圧は増加

科学、55（12）：901−906

傾向を示し、心拍数変動係数は低下した。筋代謝

10．NishiyasuT，NagashimaK，NadelER，andMack

受容器反射時には、コントロール、暑熱負荷時と

GW（2000）：Cardiovascularandhumoralresponses

もに、血圧は上昇し、心拍数変動係数、総末梢コ

resulting from moderate activation of muscle

ンダクタンスは低下したが、心拍数、一回抽出量、

metabore且exduringdynamicexerciseinhumans．J

心拍出量は変化しなかった。皮膚血流コンダクタ

AppIPhysiol．88：300−307．

ンスは、コントロールでは変化しなかったが、暑

11．NishiyasuT，TanN，Morimoto K，Nishiyasu

熱負荷時には上昇した。これらの結果は、筋代謝

M，YamaguchiY and MurakamiN（1994）：

受容界反射は、コントロールと同様に暑熱負荷時
においても循環反応を生じさせるとともに、皮膚

Enhancementofparasympatheticcardiacactivlty
during activation of muscle metaboreflex in

血管収縮に関しては暑熱負荷時のみに生じさせる

humanS．JAppIPhysiol．77（6）：2778−2783．

ことを示唆する。

12．NishiyasuT，TanN，MorimotoK，SoneRand
MurakamiN（1998）：Cardiovascularandhumoral
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