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Studies on the physiological responses at rest and during work on the top of Mt.
Fuji for 4 days sojourn

Katsumi ASANO, Kou MIZUNO*, Tae Seop PARK* Akira MATSUZAKA**,
Koji HIRAKOBA*** Yuji KIKUCHI**** and Tadashi MURAI.*****
The purpose of this study is to elucidate the cardiopulmonary responses at rest and during work
on the Mt. Fuji.

Subjects were five male in aged 22 to 50 .

For submaximal test, pedalling on Monark ergometer (50 rpm) at the mean load of 100 watt, 130
watt and 155 watt were successively performed for 4 min, respectively. These aerobic work capacity,
cardiopulmonary function and blood constituent determination test were performed at sea level before

and after climbing and on the Mt. Fuji.

Results were summarized as follows:

1 ) Sa02 during submaximal work on the Mt. Fuji showed a decrease of approximately 20%
compared to the values of sea level.

2 ) PWC*70 and VO,max estimated by Astrand nomogram showed a tendency of decrease 6‑8%
compared to the values of sea level before climbing and those values of sea level after climbing
showed a increase of 12‑16% compared to the values of sea level before climbing, respectively.

3 ) Heart rate during submaximal work on the Mt. Fuji showed approximately 10‑15 beats/min
higher than the values of sea level before climbing, and those values of sea level after climbing showed

20 beats/min lower than the before climbing.

4 ) Stroke volume and cardiac output during submaximal work on the Mt. Fuji showed approximate‑
ly l0‑20% higher than the values of sea level before climbing. Those values of sea level after climbing

showed 20% higher than the before climbing.
From these results, it might be concluded that 4 days sojourn 3,776m altitude stimulate the
sympathetic tone in cardiopulmonary function at rest and during work for compensation of decrease
of Sa02 and a‑vO, difference in the tissues.
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I1はじめに

Table1

低圧低酸素環境下における安静および運動時の

Physical

work1oad

characteristics

at

three

of subjects and
stages

生理的応答とその機序に関する研究は，低圧シ
ミュレーターを用いる方法3〕4〕と実地の高所滞在

により行う方法の両者が用いられて来ている。前

者は人工的に温度，湿度および高度の設定が可能
であるが，長期間にわたる測定が行えないという

時間的制約やチェンバー内という空問的制限など
において，後者の自然な高所低圧環境下の研究に
は及ばないのである。

Subject

KM
TM
KH
YK
KA

Mean

欧米には標高4，000m級の山頂に高所医学研究
所が設置され，高所順応過程や高所トレーニング
に関する研究が系統的に進められている。8〕9）13〕16〕

しかしわが国にはこの高度における研究所は設
けられていない。そこで今回は日本最高峰富士山

Age

（yrs）

S．D．

Height

（cm）

Weight

Load

（kg）

（watt）

22

ユ76．0

65，5 125，0

27

169．0

65，0

29

164．0

55，5 100．0

125．0

150．0

39

170．4

64，0

！25．0

137．5

50

166，5

69．5 100．0

125．0

162．5

130．0

155．0

33．4

169，2

10．0

4．1

63．9

4，6

ユ75．0

75．0 100．0
！00．0

100．0

15，8

24，5

200．0
125．0

25．7

（50rpm）を行った。負荷強度は4分問毎の負荷漸

増法により，運動開始後4分間は平均ユ00watt（3

の頂上（剣ケ峰）に位置する気象庁富士山測候所

〜4分目で心拍数120〜140拍／分），次の4分間は
平均130watt（7〜8分目で140〜160拍／分），最

に数日問滞在し，この間の安静および運動時の生

後の4分問は平均ユ55watt（11〜12分目で

理的応答と機序を検討しようとするものである。

富士山頂は標高3，776mで，気圧は平地の約

160〜ユ80拍／分）の各負荷を設定した（図1）。こ

のエルゴメトリーを登山前および下山後は体育科

60％の480Torrを示すため，肺胞O。分圧（P．O。）

学系環境制御装置（61㎡容量，島津製作所製）を

は約60％Torrに低減している。これは平地で約
12％の低濃度O。ガスを吸入している状態に相当
しているため，血中O。含量の低下に伴い動脈血
O・飽和度（SaO・）は平地の値に対し約10％の低減

用い常圧，温度21℃，湿度60％の環境条件で行っ

た。また山頂では測候所内仮設庁舎を用い平均気
圧485．2±ユ．4Torr，2ユ℃，50％の低圧環境におい
て実施した。

を示している。このような低圧低酸素環境におけ

山頂へはユ986年7月18日午前10時に新5合目

る呼吸循環，血液系機能の安静および運動時応答
特性について，登山前，山頂および下山後の変化

（海抜約2，500m）より徒歩で登頂（所要時問：約

4〜5時問）し，山頂には3泊4日問にわたり滞

を中心に検討したい。

在した。安静時については経日時に早朝測定した

II、方
法
1）被検者：22〜50才（平均34才）の定期的ト

レーニングを行っていない健常男子5人である

が，運動負荷テストは，山頂滞在2〜3日目に行
い，下山後は下山2〜3日目に実施した。
3）測定方法：
（ユ）動脈血O。飽和度（SaO。）：Biox

III（Biox

Techno1ogy社製）を用い，クリップ状の光学プ

（表1）。

2）運動負荷法および環境条件：モナーク社製

エルゴメーターを用い12分間のペダリング

ローべを被検者の耳介に装着し，ディジタノレに表

示される値を全過程にわたり1分毎に記録測定し
た。

（2）O。摂取量（Vo。），換気量（VE）および呼吸
E＾6rc−Se

Phosg

数（RR）：ダグラスバッグ法により安静時は5分

m

問，運動時1ま3〜4分，7〜8分および11〜12分

Phose皿
Rest

PhO昌o1

ReCOVery

IMP．S7脂

O023456789101112
012345：rnin〕
M州小榊

HR
的02

目に採気しVEを求めた。呼気ガスのF．O。，F．

CO。は，標準ガスにより較正した質量分析計
（Perki庁E1mer杜製，MGA・1100）により分析し，

VO。を求めた。またRRはマウスピース内に装着

Ψ・．サ02

Fig．1

Protoco1of

the

experiment

したサミスターにより求めた。なお山頂ではVE
とRRのみを測定した。
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（3）心拍数（HR），一回拍出量（SV）および心
拍出量（Q）：IFM社製Impedance Cardi6graph
（Mode1400）を用い，インピーダンス法18〕により

HR，SVを測定し，両者の積よりQを算出した。
HRは全経過について測定し，SVは安静時と運
動時の2分30秒，6分30秒，10分30秒さらに運動
直後より回復3分までの30秒毎，回復4分および
5分について測定した。
（4）左室収縮時相（STI s）：心機図法により
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動開始と共に徐々に低減し，運動9分目では最低
の平均81％に達している。運動後は徐々に回復傾

SV測定と同期して行い，全電気的機械的収縮期

向を示すが，回復5分目の平均値は約90％である。
山頂での全過程におけるSaO。の値は，登山前お

（QS。），左室駆出時問（LVET），前駆出期（PEP）

よび下山後の各値に対し有意に低値であった

およびPEP／LVET比を安静時，運動時および回

（P＜O．05）。

2）VO。，VEおよびRR：登山前および下山後

復時にっいて求めた。

（5）PWCエ。。および予測VO．max：運動時各3
段階負荷の最終1分目の各心拍数と各運動強度か

の安静および運動時VO。の比較を図3に示した。

ら最小自乗法による回帰式を求め，心拍数170拍／
分時の運動強度（PWCI、。）を算出した。またこの

時VEとRRの比較を図4に示した。

心拍数と運動強度をAstrand

後で平均307m1／minとほぼ同等な値を示したが，

nomogram5〕に代入

また登山前，山頂および下山後の安静および運動

VO。は登山前の安静時で平均290m1／min，下山

して予測VO．maxを求めた。

運動時では下山後で3〜4分目に19％，7〜8分

（6）血漿カテコラミン濃度および血液性状：ア
ルミナに吸着させたカテコラミンを酸で抽出し，

目に17％，11〜12分目に9％の低減傾向を示し，

LKB杜製HPLC（LKB−2150）により電気化学的
に血漿カテコラミン濃度を検出した。赤血球

VEは安静時で各3回共にほぼ同等な値の10〜14

（RBC），ヘモグロビン（Hb）およびヘマトクリッ

示し，11〜12分目で平均1231／minに達している。

ト（Hct）は，シスメックス杜製の血球自動測定装
置（E−3000）を用いて測定した。

3〜4分目では有意な低減（P＜0．05）であった。

1／minを示した。一方運動時では山頂で最高値を

この値は登山前に比べ約201／min多く約20％の
増加傾向を示した。下山後には各運動負荷時とも
減少傾向を示し，11〜12分目では平均約901／min

III．結

果

であり山頂の値に比べ約25％低減している。っぎ

1）SaO、：3回にわたる安静時，運動時および

にRRは，安静時で登山前と下山後が13．5〜13．6

回復5分問のSaO。の変化を図2に示した。登山

回／分でほぼ同等であるが，山頂では平均17．0回／

前および下山後のSaO、は安静時，運動時および

分を示し増加傾向にある。一方，運動時には登山

回復時ともほぼ同値の95〜97％を維持している。

前と下山後は各負荷段階ともほぼ同等の傾向を示

一方，山頂においては，安静時の平均92％から運

し11〜12分目でも，各平均46．0回／分と43．0回／分
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3）HR，SVおよびQ：登山前，山頂および下
山後の安静時，運動時および回復時のHRの変化

を図5に，SVおよびQについて図6に示してい
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回／分で登山前に対し約20％の増加傾向にあった。
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E焔・d盟
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であった。一方，山頂においては各負荷段階とも
約10回／分の高値を示し11〜12分目では平均55．1

Z冒
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値の約95m1を示し10％の増加傾向にある。また
Qも各負荷強度とも登山前値よりも約31／min高
値の約15I／minを示し20％の増加傾向にある。下
山後は，SVは各負荷強度とも山頂よりも約10m1
（10％）高値で，しかも登山前よりも約20m1
（20％）高い平均約105m1を示している。一方，

る。HRは，山頂において安静時では約15拍／分，

Qでは下山後のHRの減少傾向により7〜8分

運動時では8分目までは10〜15拍／分それぞれ登
山前より高値を示したが，運動時9分目以後は登

目以外の各負荷強度では，山頂での値にほぼ近似

山前値に近似し運動終了時ではほぼ同等に達し
た。一方，下山後には安静時には登山前値とほぼ

している。

4）STrs：心機能の指標とされるPEP／
LVET比を安静時についてみると，登山前；

同値まで低減し，運動時には各負荷段階で山頂よ

0，531±0．05，山頂；O．525±O．04および下山後；

りも約20拍／分低減する値を示している。登山前と

O．452±O．09と各平均値ともやや低減傾向にある。

は運動2分目まではほぼ同値であるが運動継続に

一方，運動時では平均155wattにおいて登山前，

伴い低値を示し12分目では約20拍／分の低減を示

山頂および下山後とも平均約0，310±O．05を示し
ほぼ同等の傾向にあり，さらに回復時においても

した。

SVおよびQは，安静時では登山前，山頂および
下山後ともほぼ同等であった。一方，運動時では，

SVは各負荷強度とも登山前値よりも約10m1高

1分目の平均O．380±0．05，5分目の平均
O．430±0107でほぼ同等な値であった。

5）PWC，7。および予測VO．max：PWC、。。は

一191一
Tab1e2

Subject

KM
TM
KH
YK
KA

Mean
S．D．

Changes in PWC170（kpm／汕in）at
sea1eve1and Mt．Fuji
pre
！，142．2

at

Mt．Fuji

1，004．7

673．9

613．6

871．8

856．8

764，1

1，217．5

post

（11min）
3，0

1，229．9
870．8

1，003．3

2．8
冒

781．9

884．5

○

1，123．0

1，437．4

・＞

2．6
2．4

933．9

876．4

211．7

176．4

1，085．2

2，2

218．1

登山前の平均934kpm／minが，山頂では平均876
kpm／minと約6％の減少傾向を示し，下山後に

2，O

（kρmlmin）

1200

は平均1，085kpm／minとなり山頂時より24％，登
山前より16％の増大傾向を示している（表2，図

7）。つぎに運動負荷強度と心拍数をAstrand
nomogramに代入して得られた予測VO．max値

1000

○

岸
｛

800

を比較すると，登山前の平均2，61／minが，山頂で

平均2．41／minと8％の減少傾向となり，下山後

600

では平均2，91／minで登山前より12％の増大傾向
を示している（図7）。

6）安静時の呼吸循環，内分泌系の経日的変

pre
Fig．7

Changes

1：二﹇

化：登山前，山頂到着直後，1〜3日目および下
山後の各時点におけるSaO。，HR，RR，BPおよ
び血漿カテコラミン（CA）の経日的変化を図8に

otMt−Fuji
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in
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PWC170and

sea1eve1and

PoSt
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V02

Mt．Fuji

100

丁工

示した。山頂到着直後にSaO。の急減（平均84％），

RRの急増（平均18回／分），HRの急増（平均92拍／

分）収縮期圧（SP）の急減およびノルエピネフリ
ン（NE）の約2．5倍の急増が認められる。このノ

ルエピネフリンとエピネフリン（E）は山頂1日目
に最高値を示し以後低減傾向を示す。また同時に

1lll［

300

1lll［

SaO。，HR，RRおよびSPの回復が示されほぼ定

1

一

片／

常値に達する。下山後にはSaO。，HR，RRおよび

＼NE

SPは登山前値に回復するが，カテコラミンは両

、 一1
、

150

けるRBC，HbおよびHctの平均値と標準偏差の
経日的変化を図9に示した。さらに測候所職員の

値についても山頂滞在2日目の時点で比較して図

示している。各値とも山頂1日目で減少し，2日
目にRBC，Hbにおいて上昇傾向を示すが，3日
目で再び減じ，下山後に回復する。まず山頂滞在

時の平均値を登山前値と比較すると，RBCでは
441万／mm3と登山前の460万／m㎡に比べ，4．1％の減少

傾向を示し，Hbでは14，19／d1で登山前に対し

、
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7）安静時血液性状の経日的変化：
登山前，山頂滞在時および下山後の各時点にお
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進の機序については，PaO。低下による末梢受容器

ωびlm㎡〕
500

（大動脈体，頸動脈体）への刺激が呼吸中枢を賦

活したものと考えられる。すなわちPaO。の
60Torr以下で換気高進が著明になるとされ，
4，OOOm相当高度での最大下運動（135watt）時

伯O

Oo蜘
蜘

PaO・の44．1Torrの報告2）からも山頂における

0＝

PaO。低下が呼吸中枢賦活のtriggerになってい
るものと考えられる1〕。この賦活は呼吸数にっい
て著明であるが，一回換気量に対しては平地運動
時の場合とほぼ同等であり明らかな影響は認めら
れなかった。下山後の運動時呼吸数は登山前とほ
ぼ同等であったが，換気量は登山前よりも減少傾
向にあり一回換気量の低減が示唆される。した

420
（9

dD

16

士

15

三≡⁝

がって下山後の運動時VO。は登山前に比べ約
10〜20％の減少傾向（図3）にあり運動時呼吸効

14

率の改善傾向が認められる。これは山頂での3泊
4日の滞在が，下山後の最大下運動時肺血流を高
（■1．

進（図6のSVおよびQの増大）および肺拡散能を

50

改善させた為とも考えられる。
48

stOff of the weother
工
stotion（n＝5）

⊥

46
工

を示し，運動9分目以後は登山前値に近似し約180

」

44
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40
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Fig．9

Doyl

Doy2

Doy3

拍／分に達している。このような低圧低酸素環境下

における最大下運動時心拍高進の機序について
は，いくつかの仮説がある1〕15）17），すなわちPaO。

（n＝5）

Pre

つぎに山頂における安静および運動時心拍応答
は，登山前の値に対し10〜15拍／分の高値（図5）

の低下により末梢受容器への刺激が循環中枢を賦
Post

Changes in hemato1ogica1values at sea
1eve1and during sojoum at Mt．Fuji

活するとみるもの，また心筋壁のstretch rece−
ptorへの刺激によるとするもの，さらにPaO。低
下が交感神経系を高進し，血中カテコラミン水準

を上昇するためとするCunninghamら12〕の仮説
もある。山頂滞在時の安静時血漿ノルエピネフリ

4．7％の減少，Hctでは43．2％で登山前に対し
4．4％の減少傾向にある。一方，測候所職員では
RBCは平均483万／㎡で本研究の平均441万／m㎡に

に増加している（図8）ことから，交感神経の高
進が安静および運動時の心拍数増加を誘起してい

対し，9．5％上回り，Hbは平均15，49／d1で本研究

ることが示唆される。さらに運動9分目以後終了

の平均14，19／d1に対し9．2％多く，さらにHctの

までの値が，登山前値に近似している点について

平均46．5％は，本研究の平均43．2％を7．6％上回る

は，低PaO。刺激が心筋の洞房結節に対し直接作
用しvaga1restraintを高進するとするAstrand6〕
およびCerrete11i11〕の仮説がその機序として考察

高値を示している。

IV．考
察
山頂における運動時換気応答は，平地時の値に

ン（NE）は滞在中上昇し，登山前値の1．5〜2．5倍

されよう。一方，下山後の運動時心拍数は，山頂
よりも全過程で，また運動9分目以後では登山前

対し約20％高く，とくに運動終了時には平均

より約20拍／分低値を示している。これは低PaO。

1231／分の最高値を示しているが，これは運動時

刺激の消失が交感神経抑制を誘起したものと考え

呼吸数の約20％の増加に起因している．（図4）。こ

られる。

のような低圧低酸素環境下における運動時換気高

つぎに山頂における運動時一回拍出量（SV）お

一193一
よび心拍出量（Q）応答については，登山前値に

リンの急増期にSaO。の急減，心拍数および呼吸

対し各約10％および20％の増加傾向にある（図
6）。この傾向は3，800mの高地に2〜4日間滞在
時の最大下運動（50〜125watt）時SVおよびQが
平地の値に対し各約15％，20％の増加傾向を指摘

数の急増が認められ，低PaO。の呼吸循環中枢へ

Cunninghamら12〕も3，000m，3，647mと登山高度

したK1ausenの結果16〕とほぼ一致する。また

の上昇に伴い血漿カテコラミン濃度の増加を認

Stenbergら22〕も4，000m相当高度での急性曝露時

め，とくに4，560mでの12日問滞在後には平地の
約2倍に増加しその大部分はノルエピネフリンの

の最大下運動（100wattと150watt）において各
13％，23％のQの増加を報告している。低圧低酸
素下運動時のQ増加の機序については，低PaO。
刺激の末梢血管拡張効果が平均血圧を降下させ血
流増加をもたらすとするB1ackら10〕の指摘と，
McGregorら

9）の随意的過換気のQ増加の実証か

の賦活が示唆される。その後山頂滞在の経過に伴
い適応が進み各項目とも回復傾向を示している。

増加によるもので，エピネフリンは僅かな変化で
あったことを指摘している。本研究の平地より登
頂直後および山頂滞在中の安静時血漿カテコラミ

ン動態は，Cunninghamら12〕の報告にほぼ近似す

るものといえよう。またPaceら21〕も3，800mの高

ら低圧低酸素下の過換気によるPco。低下がQ増
加に寄与する可能性を指摘するStenbergら22〕の
仮説も否定できない。さらにHarrisonら14）と
Nahasら20）は，SaO。が75％に達するとQが平均

地に14日問滞在中の尿中ノルエピネフリン動態を
検討し，高所曝露による低PaO。刺激が交感神経

25％増加するとし，この時点を，anoxemia

thresh−

系を高進し，とくにノルエピネフリン遊出を誘起
するものと考察している。このような山頂滞在時

o1dと命名している。本研究では山頂での運動時

の交感神経高進状態が，呼吸および循環中枢を賦
活し，とくに運動時の呼吸数，換気量，心拍数，

SaO。は約80％水準を示し，このanoxemia

一回拍出量および心拍出量の増加をもたらしたも

thresholdに近似した生理状態にありQ増加をも
たらしたものと考えられる。このように山頂での
運動時Qの増加が認められたが，PWC、。。および

のと考えられる。

つぎに山頂における血液性状の応答について
は，滞在時平均値を登山前と比べるとRBCで約

予測VO．maxは各約6％，8％の減少傾向（図

4％，Hbは約5％さらにHctは約4％の減少傾

7）を示し，山頂での組織における動静脈血O。較
差の低減が示唆される。

向を示した（図9）。これら各項目は下山後に共に

つぎに山頂における左室収縮時相（STI

s）応答

回復傾向を示すことから，山頂におけるこの低減

傾向は低PaO。の骨髄細胞への血球異化作用高進

については，登山前値に対し安静時および運動時

によるものと考えられ，同時にこの結果としての

ともほぼ同等であり，左室機能の低下は認められ

血漿量の増加傾向は山頂でのSV増加傾向に相応

なかった。これは3，658mの高地に10日問滞在中

するものと思われる。なお山頂に3週問滞在中の

に安静および3分問のhandgrip運動時の各STI
sを検討し，左室機能の指標とされるPEP／LVET
比が登山前に比べ安静および運動時とも高値を示
し左室機能の低減を認めたBa1asubramanian

気象庁測候所職員5人（20〜35才，平均年齢28才）

ら7〕の報告と異るものである。すなわち本研究に

えられる。

おける山頂での最大下運動時SVの増カ町傾向が
PaO。低下に伴う左室機能低下を補償し得たもの
と考えられる。

のRBC，HbおよびHctの各値は，本研究の滞在
時各平均値に対し各8〜10％高値を示している。

これは山頂における高所順応を獲得した成果と考

V．要

約

22〜50才（平均34才）の健常男子5人を被検者
とし，富士山頂（3，776m）に3泊4日にわたり滞

っぎに安静時血漿ノルエピネフリン濃度は，山
頂到着直後および滞在1日目までは登山前値の約

在し安静および最大下ペダリング運動時呼吸循環

100pg／m1に対し2〜3倍の260〜270pg／m1を示

血液系応答について，登山前および下山後の値と

し，その後漸減している。一方，エピネフリン濃

の比較検討を行った。

度は滞在1〜3日目にわたり，平地の約50pg／m1
より70〜100pg／m1への漸増傾向を示している。

1）山頂での安静時SaO。は到着後83％に急減
後やや回復し滞在中平均86％を維持した。また最

山頂到着直後および1日目にかけてノルエピネフ

大下運動時SaO。は，平均80％水準まで有意な低
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Tab1e3

Changes
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VE

HR

work
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RR
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↓↓

↑↑

↑↑
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SV

（Predicted

V02max）

↓↓

減を示した。
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