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自律神経平衡の2次元測定法の妥当性

大沢清二

Va1idity　of　TwoDimensionaLSca1ing　for　Autonomic　Ba1ance

Se巧i　OHSAWA

　　The　present　study　was　conducted　to．test　the　va1idity　of“Two－Dimension杣一Sca血1g”w肚ch　was

pre㎡ous1y　proposed　by　the　author　as　a　no㎡二nvasib1e　and　s㎞p1e　method　of　measudng　autonomic

b乱mce．Th企methoddeteminestheaut㎝omicba1anceofthesubjectt㎞oughfactoraMys企ofEKG

㎞fo㎜ati㎝．

　　To　test　the　vaユidity　of　this　method，the　fo11owing　sequentia1experiments　were　conducted：（1）

parasympathetic　newe　b1ock，（2）βreceptor　stimu1ation，（3）βrecepto工b1ock，（4）・αreceptor　stimu1a－

tion，（5）αreceptor　b1ock．In　these　expehments　the　author　examined　whether　vahations　in　the　score

（P，S）obtained　by“Two－Dimension吐Sc出ng”co皿espo叫ded　to　changes　h　expeIimenta1conditions．

　　The正esu1ts　were　as　fo皿ows：

　　（1）In　the　case　of　pamsympat11etic　ne岬e　b1ock，P（parasympathetic　factor　score）decreased　sig吐

　　　　ficant1y　alld　S（sympathetic　factor　score）血creased　significant1y．

　　（2）V㎞ations虹P　and　S　corresponded　to　the　fac皿tation　and　inhibition　of　the　autonomi6newous

　　　　system　in　and　after　the　expedment　ofβreceptor　stimu1ation．

　　Conside㎡ng　these1esu1ts，the“Two－Dimensiona止Sca肚昭”the　autonomic　ba1ance　can　be　deter

mined　objective1y　and　numehca皿y　with　these　two　dimensiona1sca1es　and　quantitative1y．Therefo㈹it

is　possib1e　to　say　that　this　method　has　the　va1idity　as　a　measudng　method　ofthe　autonomic　ba1an㏄．

I．研究の目的

　自律神経平衡状態を非観血的，簡便に測定する

方法として，EKG波形成分に含まれる自律神経

因子を抽出し，この因子（交感，副交感神経緊張

因子）の緊張得点を計量する方法が既に提案され

ている1）2）。自律神経系は，EKG波形成分に強

い影響を与えている。交感神経緊張は，RR短縮，

QT短縮，PQ短縮，P増高，Q減高を，副交感神

経緊張は，これと全く逆の現象を発現させる。よ

ってEKG波形成分には潜在的に交感系因子と副

交感系因子が同時に伏在していると考えられる。

そこでEKG披形成分からこの2つの因子を引き

出す方法として因子分析が適当であると考えた。
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こうして625名のEKG波形成分を対象に同分析

法を適用すると明瞭に交感神経系に関与する因子，

すなわちRR，QTおよびPQの短縮とP増高，
丁減高に対応した因子と，明瞭に副交感神経系に

関与する因子，すなわちRR，QTおよびPQの

延長とP減高，丁増高に対応した因子の2因子が

得られた。次にこの因子負荷量から個人の2因子

の得点つまり交感および副交感神経緊張得点を計

算する方程式を導いた。すなわち直交する交感と

副交感の2つの因子軸の張る空間で自律神経平衡

状態を計量するという意味から，この方法を’’2

次元測定法”と呼びうる。

　本研究では，．この！一2次元測定法”の妥当性に

っいて自律神経刺激・遮断剤を用いて検討を加え

た。研究目的は，｝2次元測定法”で計量された

緊張得点が真に自律神経平衡を測定しているか否

かを自律神経刺敷・遮断実験を通して明らかにす

ることにより測定方法の妥当性を確認することで

あった。

皿・研究仮説

　　Ha：副交感神経遮断剤の没与によって副交

　　　　　感神経緊張得点（P）は減少する。

　　Hb：副交感神経遮断剤の投与によって交感

　　　　　神経緊張得点（S）は増加する。

　遮断剤投与前の平均値（X。）と投与後の平均

値（XB）の差（l　X。一X．1）を仮説Ha，

Hbともに，t検定（0．1％水準，両側）によっ

て検定する。

　もし仮説が検証されれば，遮断剤の投与によっ

て，会次元測定法が真に自律神経平衡状態を測定

していると判断しうる。

　同様に，交感神経刺激・遮断に関連する実験に

ついてもPおよびSの変動を検定する。なお検定

にあたり等分散性の保証が得られないものについ

てはC㏄hran－Coxの検定を利用する。

皿．研究方法

1．実験方法

　被験者（成人男子）の健康状態を問診，打聴診，

心電図，尿および血液検査にて確認した。実験室

は室温20±2℃，静音，自然採光であった。実験

は9月中旬，午後2～5時に行われた。

　手順（1）仰臥位10分間の後心電図，指尖容積派波お

よび血圧の測定（以後，測定と省略する）を行い，後に

深呼吸を5回してこの間測定，直後に40秒間の最

大吸息後努責を行い開姶20秒後から終了直後迄の

測定を行い，その後，静かに立位姿勢をとり，起

立30秒後から1分迄の間測定を行う。

　（2）atropine（0．04mg／kgw）を2分間で静注し，

安静仰臥位，深呼吸，努責，立位にて測定する。

以上が主実験であるが参考のために以下の実験を

追加した。

　13〕atropine静注3分後，isoprotereno1（O．004

μ9／kgw／min×3分）をo．2mI／4秒で定速静

注し，上記と同様の測定を行う。

　（4）isoprotereno1静注5分後，propranolol（0．2

mg／kg）を5分間静注後，上記の測定を行う。

　（5）propram1d静注2分後，phenylephrine

（o．4μ9／kgw／min×5分）o．2m1／6秒で定速

静注後，上記の測定を行う。

　（6）phenylephrine静注5分後，phentolamine

（o．2mg／㎏w）を30秒で定速静注し，上記の測

定を行う。測定終了の直後よりringer500m1を
点滴静注し終了3）4）。

2．　2次元測定法のP，Sの計量方法

　EKG波形成分（RR，PQ，QT，P，T）の
間隔もしくは活動電位の大きさを次式に代入する。

戸一・…（RR・RRm）・・…（PQ■PQm）

　　　　　　　RRs　　　　　　　pQs

・・…（QトQTm）一・…（P■Pm）

　　　　　　　QTs　　　　　　　Ps

　　　　　T－Tm
＋0，397（　）

　　　　　　Ts

§一一・…（RR－RRm）・・…（PQ’PQm）

　　　　　　　RRs　　　　　　　PQs

・…1（QT，QTm）…1・（P■Pm）
　　　　　　　QTs　　　　　　　ps

　　　　　T－Tm＋0，176（　）
　　　　　　Ts



　ここでRRm，PQm，QTm，Pm，Tmは各
波形成分の平均値，RRs，PQs，QTs，Ps，Ts，

は標準偏差を示す。

　なお，この式は625名のEKG波形成分から因

子分析によって抽出された2因子（交感・副交感

神経緊張因子）から，さらに因子得点を推定する

ために最小自乗推定法により導かれたものである。

v．結　果

　atropine静注後の副交感神経緊張得点（P）

は表ユに示したようにresting　supineで（2，809）

の統計的に有意の減少を示した。同じく，breath

ho1dingで（O．787），　standing　positionで

（1，091）といずれも有意の減少をみた。

　atropine静注後の交感神経緊張得点（S）は

表2に示したようにrestingsupineで（ユ．399）の

有意の増加を，breath　ho1di㎎で（1，645），st－

anding　positionで（0，282）の有意の増加をみ

た。以上の結果は仮説HaおよびHbを立証した

ことによって，PおよびSがatropine負荷試験

の結果からして個体の自律神経系の緊張を確かに

反映していることを意味している。

　次いでisoprotereno1静注後のPを観察すると

表3のように，抑制された値（一1，582）が得ら

れた。この時のatropine投与時からのPの減少

は（1，05）で差は統計的に有意であった。pro－

prano1o1静注後にはPの抑制は若干解除されて

いた。この時のPとisoprotereno1静注後のPの

差は有意であった。続いてPhenylephrine静注後

のPは減少し，proprano1o1静注後のPとの差は

有意であった。同様にphento1amine静注後では

Pは抑制が解除されpheny1ephrine静注後のPと

の差は有意であった。

　さらにisoprotereno1静注後のSは実験前値よ

りは増加しているが，atropine静注後よりは減

少した。proprano1o1静注後のSはisoprotene－

no1静注後のSから有意に減少した。次いでph－

eny1ephrine静注後のSはproprano1o1静注後の

Sに比較し，有意に増加した。このSに対し，ph－

ento1amine静注後のSは再び有意に減少した。
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Tab1e1．Effects　of　atropine　on　p趾asympathetic

　　　　facto工sco工e　acco工ding　to工esting　supine，

　　　　b工eath　holding　and　standing　Position．

pre mjection after atropine 
injection 

mean SD mean SD 
resting supine 2.276 0.351 -0.533 0.213 
breath holding 0.303 0.204 -0484 O 133 
standing position 0455 0.250 -1.546 0.162 

Tab1e2．

N＝10

Effects　of　atエopine　on　symapthetic　factoエ

sco工e　accol＝ding　to　l：esting　supine，breath

ho1ding　and　standing　Position．

pre mJection after atropine 
injection 

mean SD mean SD 
resting supine O 168 0476 1 567 0.293 
breath holding O006 0654 1 651 O_202 
standing p osition O 239 0.404 0.521 0.492 

N＝10

Tab1e3．　Effects　ofatエopine，isopエoteエeno1，pエo－

　　　　pIano1o1，Pheny1eph工ine　and　phento1a一

　　　　㎜ine　on　autonomic　factor　sco工e．

parasympathetic sympathetic 

factor score factor score 

mean SD m ean SD 
pre-injection 2.276 0.351 0.168 0.476 
atro pine -0.532 0.213 1 557 0.293 
iso proterenol -1.582 0.153 1.530 0.261 
pro pranolol -1.200 0,155 -0.940 0.503 
phenyle phrine -1.458 0.095 1.570 0.284 
phentolamine O 300 O 187 -0.219 0.441 

N＝1O

V・考　察

　本研究では因子分析の結果得られた因子得点

（交感・副交感神経緊張得点．，S，P）を推定す

る方程式が真に自律神経平衡を計量しているか否
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かを検討した。もし自律神経学的に推定方程式の

妥当性の保証が得られない場合には，因子分析結

果を優先させ推定方程式を測定方法として採用す

ることは困難である。自律神経平衡を測定する方

法として非観血性かつ定量性をもつ方法が存在し

ないために，”2次元測定法”を提案したわけで

あるが，この妥当性を検討するために本研究では

田中ら3）4）によって提案されている観血的な方法

を利用して推定方程式の妥当性を検証した。この

薬理学的検査方法は特にα，βの交感神経機能を

検査する方法としてすぐれている。自律神経の緊

張はカテコールアミンとアセチルコリンの分泌量

と標的器官の受容器の感受性によって決定されて

いる。この神経自身の緊張度と受容器の感受性を

検査する方法として提案されたものが田中らの方

法であり，本研究ではこの方法の実験手続のみを

利用した。すなわち，’副交感神経遮断剤（atrOp－

ine）投与下のP，Sを計量する。このとき投与

前の値との乖離によって仮説Ha，Hbが検討され

る。結果からすればP，Sともに帰無仮説を棄却

する著明な変動をみせ，明らかに，｝2次元測定

法”によって計量されたP，Sは本法の自律神経

平衡測定法としての妥当性を示すものであった。

これは，resting　supine，breath　ho1ding，st汁

nding　POsi廿onと可変状態にても確められてお

り，本法が動態的測定法としても妥当性があるこ

とを示している。

　次いでβ受容体刺激剤（isoprotereno1）の投

与によりPが著明に抑制された（表3）。Sは実

験前値よりは増加しているがatrOpine投与時よ

りむしろ若干の減少を示した。これは本法の計量

方法がα，β作動系を分離せず総合して測定して

いることと，副交感神経遮断剤の効果とβ受容体

刺激剤（isoProtereno1）の効果の交互作用を考

慮しなければならないことを示唆している。

　β受容体遮断剤（propranolo1）の投与により

Sは明瞭に低下し，薬効を確実に反映した。これ

に対しPは明らかに増加した。

　次いで1α受容体刺激剤（phenyle◎hrine）の投

与によってSは（一0，940→ユ．540）へと著明な

増加を示した。即ちα作動系の交感神経刺激によ

って，”2次元測定法”のSは明瞭に増加を示し

確実に緊張を反映していた。Sの増加に伴ってP

は有意に減少した。

　α作動系の興奮をPhento1amineで遮断した状

態のSは（1，570→0，219）と著明に減少しPh－

entOlamineの効果を明らかに反映した。この時

のPは（一ユ．458→一0，300）と増加した。

　このように，｝2次元測定法”は薬理学的検査

の反応方向に正確に対応していた。当然，仮説

Ha，Hbを立証し，かつα，β作動系の刺激，遮

断に対しても敏感に対応した自律神経得点の変動

を示した。これらのことから，．｝2次元測定法”

が非観血的方法として妥当な方法であると認めら

れた。今後この方法を多方面に応用することによ

り様々の動的状態，精神的緊張状態たとえばスポ

〒ツにおける”あがり”などの自律神経平衡状態を非

観血的かつ簡便に測定しうる見通しができた。

　なお，妥当性の検討とは別途の研究課題として

薬用量と得点の関連について追求することが残さ

れていよう。

v・結　論

　本研究は非観血的で簡便な自律神経平衡測定法

として提案された一！2次元測定法”の妥当性を検

証した。本法は因子分析によって求められた自律

神経平衡の計量法である。この方法の妥当性を研

究するために，副交感神経遮断→β受容体刺激→

β受容体遮断→α受容体刺激→α受容体遮断の一

連の実験を行い，これに伴って”2次元測定法”

によって計量された得点（P，S）が自律神経の

動きに対応して変動するか否かを検討した。その

結果，以Fの結論を得た。

　（1）Pは副交感神経遮断によって有意に抑制さ

　　れ，Sは有意に増加した。

　（2）上記β受容体刺激実験以降の実験過程にお

　　いても自律神経の緊張，抑制に対応してP，

　　Sは変動した。

　以上の結果から，！一2次元測定法”は確かに自

律神経平衡を計量しており，測定法としての妥当

性を有すると結論できる。
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