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高所登山における副交感神経機能について

松林公蔵
高知医科大学老年病科

健常男子15名について、プータンヒマラヤ� 7，2∞m登山時の、心電図R-R筒隔変動係数� (Cv 
(R-R))を用いて、副交感神経機能を各高度で測定し、これらの聞の関係を検討した。高所登

山では、脈拍は� ωluul値より上昇するが、特に� 3，蜘m付近を通過する際に著明な頻脈を呈した。

血圧は脈拍に遅れて、� 4，5∞m以上で上昇し、� 5，OOOm以上の高所滞在期間中高値を維持した。� cv 
(R -R)値は、� 3，筑)()mで頻脈の際に軽度低下したが、� 4，9∞mに達すると異常高値をとり同時に

脈拍の抑制が認められ、高所へ順応するにしたがって正常化した。� CV(R-R)高値は、副交感

神経系の過緊張にもとづくものと推定されるが、この時期は交感神経系が元進する時期とも一致し

ており、一部交感神経系からの影響も無視できぬと考えられた。

はじめに 2 対象および方法

マッターホルンを初登頂することによって近代 対象は、図� 2に示すように、� 1985年京都大学プ

登山の幕を切っておとしたE.Whymperl立、アン ータンヒマラヤ遠征隊隊員15名(平均年齢29.4歳、

デス高地旅行の途次、激しい恒吐、下痢に悩まさ 男子)である。日本出発前にコントロールをとり、

以後標高� 3，9∞m、� 4刈)()m、� 7，2∞m頂上往復後れ、空気の稀薄なことが胃腸を始めとする体調を

の 49 mの各所で、脈拍、血圧、� CV(R-R) 著しく損うことを改めて述解している� 12)。その ，∞
後人類のヒマラヤ遠征の経験から、ヒトは高所に を測定した。測定に際しては、テント内で、� 15分

至ると、植吐、下痢、食思不信、発熱、発作性咳 間の安静臥床後、左上腕血圧を聴診法で測定し、� 

搬などあまたの自律神経症状を呈することが知ら CV (R-R)は三栄測器TM-50にて� 1∞拍の� 

れてきたが、高所における人間の自律神経機能に R-R間隔から算出した(図 3)

ついては不明な点が少くない。

著者らは、尿中カテコールアミンの検討から、

高所低酸素環境下では、交感神経系のトーマスが
図� 1 ブータン・ヒマラヤ、マサコン峰� 

充進することを報告したが8)、副交感神経系機
(7200m)頂上� 

能については不明である。今回著者は、� 1985年京

都大学プータンヒマラヤ遠征隊に参加し、プータ

ン ・チベット国境に聾えるマサカン峰(� 7，200m. 

図� 1)に初登頂する機会を得たので、副交感神経

機能の評価を試みた。

本研究の目的は、ヒマラヤ高所登山という低酸

素環境下において、副交感神経系の指標とされる

心電図R-R間隔変動係数� (CV(R-R) )を

測定し、同時に脈拍、血圧との関係を明らかにす

ることである。� 

-129-



高所登山における副交感神経機能について(松林公蔵)

図� 2:対象と測定項目、量挙プロフィル
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3 結果

高度にともなう脈拍、収縮期血圧、� CV(R-

R)の変動を図� 4に示した。まず脈拍の変動であ

るが、標高� 3，9∞m付近を通過する時頻脈を呈し、� 

4，9∞mで-s.下降したが� Control値よりは高値を

示した。� 7，200mの頂上往復後には再び上昇を示

した。一方血圧は、標高� 3，例目。m付近では� Control

値と比べて変化ないが、� 4，900m以上では高血圧

状態を維持した。� CV(R-R)値の変化は、� 

Con回� l値では平均� 5.3%、 3，9∞mで平均� 4.7%と

軽度に減少し、� 4，900mでは� 9.5%と増加するが、

頂止往復後には� 5.4%と Con住01値へ戻った。なお

同時に記録された心電図上、不整脈を呈する者は

認められなかった。� 

4 考察�  

Wheeler and Watkinsが、心電図R-R間隔の変

動が糖尿病患者で減少することを報告11) して以

来、� R-R間隔検査法は諸種自律神経疾患で広く

検討されてきた2)、5)、7)、9)oR -R間隔変動が、

アトロピンの投与により消失し、プロプラノール

では影響を受けないこと、この心拍数の変動が迷

走神経の影響を受けていることから11)、R-R
間隔の変動は副交感神経系機能を定量的に表わす

ーっの指標であるとされ、主としてCV(R-R) 

図3 ベースキャンプ� (4900m) におけ

る心電図測定� 
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図4 高度による脈拍、血圧、心電図R-R 上の登挙活動を通じて高度にも十分順応し得た第� 

間隔変動係数の変化� 3聞の測定では、血圧、脈拍は高値であるのに対

して、� CV  (R-R)値は� Control値付近に戻っ

II.Rνmin) 	 ているので、少なくとも� vagaltoneの緊張は一過

SBP(mmHB) 性であることを示している。
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大気中の酸素分圧は、標高� 5，5∞mでSealevelの

約1/2となり� 8，5∞mでは� 1βに減少する。ヒマラ

ヤを登行してゆく過程で、高山病を生じ易い高度

として� 3ケ所の関門が知られており、それぞれの

標高は大体、 3，5∞~ 4，5∞m、� 6，OOOm付近、� 8， 

∞Om付近と考えられている針。最初に臨床症状

を生ずる 3，5∞~ 4，5∞m付近では、消化器系の自
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検討では、� 4，650mを越えたあたりから尿中カテ

コールアミンが上昇し8)てくるので、血圧の上

昇は主としてこのためと考えられる。すなわち、

ある程度以上に高度を増すと、� hypoxiaが� 

chemore-ωptorを介して、あるいは直接に延髄の� 

vasomotorω :nterを刺激して交感神経系の緊張を促

し、血圧を上昇させるものと解釈される。一方、

副交感神経系であるが、標高� 4，900mでは、� cv 
(R -R)値の上昇と脈拍の低下を認めている。� 

CV  (R-R)値の上昇が低酸素に伴う深呼吸

のみに由来するものであるとすれば、交感神経が

持続的に緊張下にある標高� 4，500m以上で脈拍の

低下がおこることの説明が困難である。したがっ

て、この第� 2回目の測定時点である標高� 4，900m

に達した時は、� vagaltoneが高まっており、その結

果CV  (R-R)値の上昇、脈拍の低下をきたし

ているものと考えられる。このvagaltoneの上昇が、

直接� hypoxia刺激に由来するものか、あるいは交

感神経系の緊張が何らかの� longtermの反射機構を

介して副交感神経系に影響を与えている1)のかは

今のところ不明である。しかし、標高� 5，0∞m以

i
唱

i
唱

律神経症状が主体で、この高きに十分順応すると

症状は劇的に消失してしまう。今回の結果を併せ

付近を通過Om，∞4の関門であるl考えると、第� 

する時にあらわれるさまざまな症状には、この一

過性の副交感神経系の過緊張が関与している可能

性を示唆している。そして、この段階を無事のり

きってこそはじめて、より高きへの登行が可能と

なるのだと考えられる。
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Summary 

Parasympathetic Nervous Function at High Altitude Climbing 
in Bhutan Himalaya 

Kozo Matsubayashi 

Department of Medicine &Geriatrics，Kochi Medical School 


Heart rate(HR)，blood pressure(BP) and coefficient of R-R intervals in ECG(CVR-R)泊� 15male 

c也nberswere investigated at v副� ousaltitudes in Bhutan Hima1aya. HR was mo陀 increasedat high altitude出anat 

sea-Ievel，especially when pass泊.gabout the height of 3，9∞m above sea level.BP beganωrise more than 4，5似加

high and persis飽dto be high at the upw紅daltitudes. CVR-R went down and retumed to controllevel with our 

acclimatization for the height of 5，α)()mor more. 

Inconclusion，the位ansientelevation of CVR・Rlevel coinciding with the depression of HR at the OOt 

ascent to 4，9∞m above sea-Ievel we陀� assummedto be due to the hyper-activity of p紅� as戸� patheticnervous 

systern. 

唱q
d
q
Li

 




