
食品による自律神経の制御に関する基礎的研究 109

食品による自律神経の制御 に関する基礎的研究

伏 木 亨(京 都大学農学部教授)

1.要 旨

心拍変動パ ワースペ ク トル解析法 によってコー

ヒー摂取に伴 う自律神経活動の変化の検出を健康

な男女7名 を被験 者 として試 みた。薄い レギュラ

ー コー ヒー とそれにカフェインを添加 した ものを

比較 した と き,総 積分 値(Total)に 占め るHi

成分 の割合(Hi/Total)が,カ フェイ ンを加 え

た コー ヒーの方が有意 に大 き くなった。 これらの

結果 は,カ フェインを添加 した コー ヒ摂取 によっ

て 自律神経 活動,特 に副交感神経の活度 が増加 し

た ことを示唆 している。本研究 において,食 品摂

取に伴 う自律神経応答の検出に,非 侵襲 的で感度

の良い方法 として心拍変動パ ワースペク トル解析

法が適 用できる可能性が示 された。

2.は じめ に

自律神経 は,交 感神経,副 交感神経 として人間

の 日常生活 におけるすべての行 動,代 謝 に関与 し

ている。両神経 は車のアクセル とブレーキのごと

く協 同 して制御 にあたってお り,心 拍 において は

交感神経が アクセル,消 化 系では逆 に副交感神経

がアクセル の役 目を果た している。 この両者のバ

ランスが崩れ ると円滑な神経 系の調節 に齪酷 をき

た し,様 々 な愁訴 をもたらすこ とになるが現在 の

医学で はほとん ど対処 できない。

交感神経 と副交感神経 のそれ ぞれの活性の レベ

ルの測定 はこれ まで困難で あ り,そ の測定法の開

発が待たれていた。近年,心 拍の間隔が両方の神

経 によって緻密に制御 され てお り,心 拍間隔をコ

ンピュー タで解析す ると,交 感神経 と副交感神経

の寄与の割合 が正確 に測定できることが明 らかに

な って きた。本研究 は,こ の新 しい方法 を用いて,

様々な食品を摂取 した ときの交感神経,副 交感神

経に与 える影響 を,人 間を用 いて明 らかにす るこ

とに よって,自 律神経を食品によって制御す る方

法 を開発 しよう とす るものである。

心拍 を測 定す るとその間隔(R-R間 隔)は 一

定ではな く,一 拍毎 に変 化している。心臓自律神

経が全 く機能 していない ときは心拍 はメ トロノー

ムの様 に一定で あるが,実 際 には恒常性維持に関

わ る生体 内の様々 な系の動きを反映 して 自律神経

系が洞房結節の リズム を微細 に調節 してい る1)。

そのた めゆらぎが生 じる。一拍毎 のR-R間 隔 の

経時的変化(心 拍変動)は 波形 として認識される。

パワースペ ク トル解析法 は波形の特徴を定量化す

る方法であ り,波 形の中に含 まれ る周期変動成分

を分離 してそれぞれ強さを求 めるものである。 そ

の成分 の周波数 と強 さ(パ ワー)の 関係はパワー

スペ ク トル曲線 として得 られ る。

心拍変動 を解析対象 とした心臓 自律神経機能の

評価 の原理 は,交 感神経活動及び副交感神経活動

がパ ワースペ ク トル曲線 の特定周波数帯域の ピー

クに反映 され るこ とに基づ いて いる2,3)。心拍変

動 のパ ワースペ ク トル には,0.1Hz付 近 の低周

波 数成分(Lo成 分)と,0.2-0.4Hz付 近 の呼吸

周波 数 に一致 した高 周波数成分(Hi成 分)が 通

常観察 され る。交感,副 交感神経の薬理 ブロック

や,動 物での神経節切除の実験 な どか ら,前 者 は

主 に交感神経活動,一 部副交感神 経活動 を反映 し,
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後者 は副交感神経活動のみを反映 し,ま たそれ ら

のパ ワーの大小が 自律神経活動 の強弱 を表す と考

えられて いる2～5)。心拍変動 のパ ワースペ ク トル

解析 は心臓 自律神経機能 を非侵襲 的に評価す る方

法 として,糖 尿病患者の 自律神経 障害の評価 など

に利用 されている。本研究は,パ ワースペク トル

解析法 を食品摂取 に伴 う自律神経活 動の変化 の検

出 に適用できるか否か を体熱産生,昇 圧効果 など

の様々な生理作 用を もつ コー ヒー を用いて検討 し

た。

3.実 験材料 と方法

対象:実 験 の同意 を得た健康な正常血圧の男子

4人(22-41歳,平 均27.3歳)を 被験者 とした。

この中 にはカ フェイ ン飲料 を日常的 に摂取する者

を含 む。

摂取飲料:カ フェイ ンを添加(4mg/kg体 重)

した薄 いレギ ュラーホ ットコーヒー150m1を 用い

た。対照 として はカ フェインを添加 して いないそ

のままのコー ヒーを使用 した。

コーヒー は日常的に摂取 されてお り,飲 料 とし

て自然 であるために摂取物 として選 んだ。 コー ヒ

ーにはカフェイ ンが含 まれるが,カ ップ1杯 の含

量 は50mg以 下 と少 な く,パ ワースペ ク トル解析

法を用いた別の実験の結果,こ の程度 の量で は心

臓 自律神経 に及 ぼす影響にカフェインレスコー ヒ

ー との間に差 はみ られなかった。 また,市 販のカ

フェインレスコー ヒー はレギュラーコー ヒー と味

がかな り異 なり,実 験材料 として用いる と被験者

に先入観 を生 じ(ま ず い とい う意見 が多い),適

切 ではない と思われたため レギュラーコーヒー と

それにカフェインを加 えた もので比較 した。 この

場合,被 験者 は味の区別 をする ことがで きない。

実験方式:測 定はcrossoverprocedureに より

行い,被 験者 はblindmannerで コー ヒー を摂取

した。

測定装置 とデー タ解析 方法:測 定対象 は一拍毎

の瞬間心 拍数(R-R間 隔)で あ る。耳 タブの血

流量 の変化 をキャッチするイヤーセンサー(光 電

脈波検出方式:セ ノー㈱ 製)を 用いて..間 隔

を検出 し,森 谷 らの方法6}に従って処理 を行 った、

す なわち,実 時間 でR・R間 隔:電 圧 変換 器(セ

ノー㈱製,R-R/VConverter)に よ り変換 し,

その波形 を13ビ ッ トのA/D変 換(TEAC社 製,

PS-9020F)を 用 いて2Hzで サ ンプ リング した。

心拍変動スペク トルの解析には,数 値 フィルター

を用 いて128秒 間のデータか らDC成 分 と トレン

ドを除去 し,ハ ミングタイプのデータ窓 を経 て,

高速 フー リエ変換 を行 った。イヤーセ ンサーから

の信号中 にノイズを1つ で も検出 した場合,そ の

区間 は解析 に使用 しなかった。そ して心拍 変動 の

中に含 まれ る周期変動成分 とその強 さ(パ ワー)

を求 め,パ ワースペ ク トル 曲線 を得た。Lo成 分

(o.03-o.15Hz),Hi成 分(o.15-0.8Hz),

Tota1(Lo成 分 とHi成 分 をあわせ た もので,自

律神経全体の活動の目安 となる)の 各スペ ク トル

積分値 と心拍数の時間変化 を調べた。 さらに,参

考 にHi/Totalを 副交感神経活動 指標(PNS),

Lo/Hiを 交感神 経活動 指標(SNS)と して用

い,こ れらの時間変化 も調べた。

測 定方法:測 定は,室 温 を21±1℃,湿 度約60

%に 調節 した静か な部屋 で行 った。測定前 の2時

間は食 品,飲 料の摂取,喫 煙,運 動 を禁止 した。

測定 開始 にあた っては,ま ずソファー あるいはい

すに腰掛 けてイヤーセ ンサーを取 りつ けた状態で

15分 以上休息 し,測 定に伴 う緊張 をで きるだ け取

り除 いた。..間 隔 の測 定 は実験 用飲 料水摂 取

前に2-5回,摂 取後 は5-20分 お きに毎 回128秒

間ずつ座位 にて行 った。呼吸 は心拍変動 に影響 を

与 える大 きな要因で ある7・8)。呼 吸 の個 人差 に よ

る影 響をできるだ け少な くするために,森 谷 らの

方法6)に従 って測定中 は電子メ トロノー ムの音 に
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合わせ て4秒 に1回(0.25Hz)の 割合 で呼吸 を

コン トロール した。呼吸 の深 さは各 自,苦 痛 にな

らない程度 の 自然な深 さで行 って もらった。

統計処理:測 定 は被験 者一人 あた り1-5回 行 っ

た。2群 の値 はMann-Whitneytestに よ り検 定

した。有意 差検定 は危険率5%水 準 とした。

4.結 果

各被験 者 とも コー ヒー摂 取後,Total,Hiの

スペ ク トル積分値 が増加傾向 を示 し,カ フェイン

を添加 した ものの方が その傾向が大 きかった。個

人別にデータを処理す るとそれぞれ有意差 がっ き

そ うであったが,積 分値の大 きさが個人 によって

大 きく異な り,さ らに値が最大になる時間が人 に

よって違 うため,全 員の デー タをまとめて処理 す

ると有意差 はつかなか った(Fig.1)。 しか しPN

S,SNSに ついてはカフェイ ン添加群 とコン ト

ロール群 との間に有意差 を生 じ,摂 取後 の時間変

化に も一定の傾 向がみ られた。すなわちコーヒー

摂取後約20-30分 の時点 でカ フェイン添 加群のP

NSは 最大,SNSは 最小 とな り,コ ン トロール

群 との間に有意差 を生 じた(Fig.2)。 この とき,

R-R間 隔 の波形 はカ フェイ ン摂 取時 に特有の,

Fig.lTimecourseofhighfrequencypowerbefore

andaftertakingcoffeeorcaffeine-added

coffee.

Eachvalueisshownasmeanofintegrated

vaiueofhighfrequencypower±SENI(n=6-8).

Fig.2TimecourseofPNSbeforeandaftertaking

coffeeorcafein-addedcoffee.

Eachvalueisshownasmean±SEM(n=6-8)±

PNSequelstotheratioofintegratedvaiueof

highfrequencypowertotheoftotalone.
'Pく0

.05vsCoffee.

振 幅が大 き くなり,揺 れ具合が規則正 しくなる と

い う傾 向を示 した(Fig.3)。t=0に おいてPN

Sの 値 が小 さいの は飲料水 を摂取す るとい う行為

の影響 を反映 しているためであ る。Lo成 分 は,

コー ヒー摂取後 もほ とん ど変化せず,カ フェイン

添加群 とコン トロール群 との間 に差 は生 じなかっ

た。心拍数 はコー ヒー摂取時 に一時的に上昇 する

が,そ の後特徴的な傾向は見 られなかった。収縮

期血圧 は変 わらず,拡 張期血圧 は増加傾向にあっ

たが,い ずれもカフェイン添加群 とコン トロール

群 との間に差 はなかった(Fig.4)。 体表温度 に も

特徴 的な傾 向は見 られなかった(Fig.4)。

5.考 察

カ フェイ ンがHi成 分 あるいはPNS(心 臓副

交感神経活動指標)の 増大 を もた らしてい ること

がわか る。PNSあ るいはHi成 分 の増 大は,主

に心臓副交感神経の トー ヌスのmodulationの 増

大 を意味 し9),ま た,心 臓副交感神 経活動の充進

(高 まり)の 可能性 を示す5)ものであ る。

Vagaltoneのmodulationは,呼 吸 と深 い 関

係があ る。一般 に,吸 気 を始 める とR-R間 隔 は

短 くな り,呼 気 を始める と長 くなる。 この呼吸性
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Fig.3Typicalsetsof..intervalwavefromanditspowerspectrumbeforeandaftertakingcoffeeor

caffeine-addedcoffee.

Fig.4 Timecourseofheartrate,forearmtempera-

ture,systolicanddiastolicbloodpressure
(SBP,DBP)aftertakingcoffee.

Inforearmtemperaturegraph,thevaluewhen
subjectstookcoffee(t=0)isadjustedtozero,
andothersareshownasthedifference.

不整脈 は,呼 吸運動による血流力学系の変化や胸

腔 伸 展受 容体 を介 した 末 梢 にお け る反 射 が,

vagaltoneのmodulationの 変化 を介 して心臓 に

伝 わることによって生 じる もの と考 えられる3,1°)。

従 ってスペ ク トル上には呼吸周波数 に一致する ピ

ー ク(通 常Hi成 分の領域 に現 れる)が 生 じ,こ

れは副交感神経系の薬理 的遮断 によって消失する。

このように呼吸の状態(周 波数,深 さな ど)が 変

わればvagaltoneのmodulationも 変化す る。

被験者 の呼吸状態の変化 とFig.1,2で 観察され

たPNSあ るいはHi成 分 の増大 との関連 につい

て以 下で考 えてみたい と思 う。 カフェイ ンは呼吸

器系へ影響 することが報 告され ている。すなわち,

カ フェイ ンはrespirationを 刺 激す るH),ま た,

呼吸数を増加 させ この刺激 はカフェインの血漿 レ

ベル と相関 を示す12)とい う。 しか し,本 実験 にお

いて被験者 には一定の周波数で呼吸 をして もらっ

てお り,さ らに,自 然な呼吸 をした時 とその平均

周波数付近 で呼吸 コン トロー ル を行 った ときで

Hi成 分の大 きさに差はない とい う報告13}もあ り,

呼吸周波数 の変化の影響 はほ とんど考 えられない。

考 えられるのはカフェイ ンによる気管支拡張作用
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であ る。 この作用の結果,被 験者にはできるだけ

同 じ深さで呼 吸を してもらってい るに も関わらず,

一回換気量 が増加 し,深 い呼吸 につながっている

可能性が ある。呼吸が深 くなる とHi成 分が増大

す るη。

Hi成 分あ るいはPNSの 増大の原 因 として も

う一つ考 え られるのはカフェインが心臓副交感神

経活動の充進 をもた らしている可能性 である。一

般に,安 らぎ,落 ち着 いているときに副交感神経

活動は活発 になる と言われ ている。 日頃か らコー

ヒー を摂取 している人 はコーヒー摂取後 に心地 よ

い刺激を感 じる という報告 もある14)。また,以 下

で述べる ようにカフェインには一過性 の昇圧作 用

があ り,交 感神経 系を刺激す る可能性 が高い。 カ

フェイン摂取 による血圧上昇後 には心拍数 の低下

がみ られis>,こ れ は昇圧作 用の結果,血 圧 を元 に

戻すために心臓副 交感神経活動が活発になったた

めと考え られ る。PNSの 増大 は,コ ー ヒー摂取

による安 らぎ,落 ち着 き,さ らに交感神経活動 の

反作用 としての副 交感神経活動全体の充進 を反 映

している可能性 が大きい。

今回の実験 結果 か ら,カ フェイ ン摂取は自律神

経活動を高める ことが明 らか とな った。今回はス

ペ ク トル解析 においてLo成 分の変化 は観察 され

なか ったが,測 定 条件 をいろいろ設定する ことに

よってカ フェインが交感神経系(心 臓に限 らず)

に及ぼす影響 を検 出することは可能であ ると思 わ

れ る。様 々な矛盾 した研究結果 を生み出す原因 に

もなってい るのだが,カ フェインの生理作用につ

いて研究す る際は被験者が 日頃 カフェイ ンを摂取

しているか否か,ま た被験者の年齢,性,平 常 時

の血圧,空 腹度,カ フェイン飲料 に対す る嗜好性,

摂取す るカ フェインの量 などの様々な要因につい

て考慮 しな くてはな らない。

今回の実験 において,血 圧,体 表温度な どの生

理学分野の研究 で従来汎用 されて きたパラメータ

か らは検出 されない ようなカフェイ ン摂取 に伴 う

ごく微小 な生体変化の一部 を,心 拍変動 のパ ワー

スペク トル解析法 によってはじめて極 めて高感度

に検 出することがで きた。本法 は,生 体 内のさま

ざまな環境変化 に非常に鋭敏であ り測定 の際 には

多 くの注意 を払わな くてはならないが,食 品摂取

に伴 う自律神経活動の変化の非侵襲的な検 出に適

用で きる極 めて有効な測定系であ ると考 え られる。
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Regulationofparasympatheticnerveactivitybyfoodintakeinhuman:

ResolutionbyapowerspectralanalysisofR-Rintervals.

TohruFushiki

(DepartmentofFoodScienceandTechnology,FacultyofAgriculture,KyotoUniversity)

Changesinautonomicnerveactivityfollowingfoodintakewasinvestigatedbya

powerspectralanalysisofR-Rintervalofheartbeats.Caffeine-addedregularcoffeewas

givento21healthyvolunteersunderrespiratorycontrolinsittingposition.Atransientand

significantincreaseinspectralintegratedvalueoftotalfrequenypower(areasunderthe

curve),whichisrelatedtotheincreaseintotalautonomicnerveactivity,wasobserved

about20minafterdrinkingthecoffeewhichincluding240mgofcaffeine.Predominant

increasewasobservedinhighfrequencypower(HiComponent),suggestingthatthe

increasingintheautonomicnerveactivityismainlyduetoincreasinginparasympathetic

nerveactivity.TheratioofHiComponenttototalintegratedvalue(Hi/Total)was

signifcantlyhigherinthecasethatregularcoffeewithsupplementedexogenouscaffeine

wasadministeredthanthatwithoutcaffeinesupplement.

Physiologicalparametersaccompanyingthechangeofautonomicnerveactivity,i.e.

bloodpressure,surfacebodytemperatute,andperipheralbloodflowwerenotobserved

underthepresentconditions.Theseresultssuggestedthatthepowerspectralanalysisof

R-Rintervalsofheartrateisasensitiveandnoninvasivemethodthatisabletodetect

subtlechangesofautonomicnerveactivityinresponsetofoodintake.


