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良質な食事環境による副交感神経の賦活化
Activation of the parasympathetic nervous system in elderly
resident facility with a high quality living environment
Purpose: The purpose of this study was to clarify the effects of the living environment on the
autonomic nervous activity. Methods: The autonomic nervous function in blood flow continuous
measurement of fingertip and heart rate variability in the subjects who live in elderly resident
facility. Result: The subjects are highly in the HF value. They observed positive correlation with
the residence duration. Neither the HF value nor the residence duration was correlation with age.
Conclusion: We suggested the living environment with a high quality affect the parasympathetic
activity from our results.

Ⅰ はじめに
ヒトの身体は組織や器官から構成され、神経系の支配を受けている。神経系は中枢神経系と末梢神
経系に分類され、自律神経は末梢神経系に属する。自律神経活動は日常の循環状態の調節に関与し、
ストレスや情動によって変化する。自律神経は、交感神経系と副交感神経系に分かれて、臓器や腺など
を制御する。自律神経系の評価方法としては、心拍数変動を用いたパワースペクトル解析があり、非侵
襲的に副交感神経活動を評価できる 1－2 ）。この解析方法は、0.04 ～ 0.15Hzを低周波成分とし、0.15 ～
0.40Hzを高周波成分とするもので、高周波成分は副交感神経活動を表し、低周波成分を高周波成分
で除したものを交感神経活動の指標として用いることが多い 1, 3－10 ）。また、精神的ストレスに長期間さらさ
れると心血管系疾患発症のリスクが高まり11－12 ）、高齢者では血圧が高く、総末梢血管抵抗が高くなり、
1回心拍出量が低値を示す 13）。これらの項目は指尖血流連続測定にて評価できる。
有酸素運動の継続により副交感神経活動が有意に向上するが、高齢者や障害者では有酸素運動
の継続が困難なことがある。しかし、副交感神経活動はストレスの少ない状況では上昇すると言われて
おり、生活環境を整え、ストレスの少ない状況を作ることができれば副交感神経活動を賦活化できる可能
性がある。そのため本研究では、良質な食事環境を提供している高齢者入所施設で暮らすことによって
副交感神経活動の賦活化に影響を与えることを明らかにするために、入居施設在住者を対象に心拍変
動や指尖血流連続測定にて自律神経機能を調べ、嗜好性について聞き取り調査を行った。
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Ⅱ方
1 対

法

象

施設入居者16名を対象とした。年齢85.7±4.3歳（平均値±標準偏差、以下同じ）
、身長151±7cm 、
体重 51.8±10.6kg 、BMI22.5±3.6 であった。入居期間は 42±25 か月であった。入居施設は生活面を
重視した環境設定を行い、高い満足度が得られるように工夫を凝らしている。特に食事は食事内容、食
材、食器などに配慮している。
室温 27±2 ℃、湿度 56±8％の部屋で椅座位をとり、開眼にて5 分間安静にした。その後、心拍変動
解析、心臓血管系反応の分析、嗜好性聞き取り調査のために 10 分間椅座位のまま測定を実施した。
本研究の実施にあたっては、研究計画書を作成し、関西福祉科学大学研究倫理委員会にて審査さ
れ、承認を受けた。
2 心拍変動解析
ディスポーザブル電極を胸腹部に貼付し、送信機を介してパーソナルコンピュータにデータを取り込み、
スペクトル解析を行った。周波数領域帯 0.04～0.15Hzを低周波成分（ LF 値）
とし、0.15～0.40Hzを高
周波成分（ HF 値）として抽出した。先行研究 1, 3－10 ）から、HF 値は心臓迷走神経活動（副交感神経
活動）の指標に、LF/HF 比を交感神経活動の指標にした。
3 心臓血管系反応の解析
Finometer MIDIを用いて、左中指にセンサーをあてて記録した。心臓血管系反応の指標は、収縮
期血圧、拡張期血圧、平均血圧、心拍数、1回心拍出量、分時心拍出量、総末梢血管抵抗とした。
4 嗜好性聞き取り調査
対象者の嗜好性について対面聞き取り調査にて聴取し、一対比較法を用いて解析した。項目は、四
季、食事、色の好みとした。具体的には、四季では「春・夏・秋・冬」について、春と書かれたカードに
対して夏のカードを横に置き、春に比べて夏はどれぐらい好きか嫌いかを +3 ～－3 で示すように聞き取り
した。それを、一方を固定しないようにして繰り返した。他の項目は、
「和食・洋食・中華」、
「肉料理・魚
料理・野菜・果物」、
「赤・緑・青」とした。
5 統計学的解析
副交感神経活動と年齢、副交感神経活動と入居期間、副交感神経活動と心拍数、年齢と入居期
間について、スピアマンの相関係数を求めた。また、心臓血管系反応の指標として用いた収縮期血圧、
拡張期血圧、平均血圧、心拍数、1 回心拍出量、分時心拍出量、総末梢血管抵抗の各々の関係につ
いて、スピアマンの相関係数を求めた。これらの解析には、IBM SPSS Statistics 20.0を用いた。嗜好
性については一対比較法を用い、Excelにて処理した。これら全ての有意水準は5％とした。
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Ⅲ 結

果

1 心拍数、HF 値、LF/HF 比
心拍数は 77±7 拍 / 分（平均値±標準偏差、以下同じ）
、HF 値は 950.2±2081.4msec2 、対数変換
した HF 値は 1.84±1.04msec 2 、LF/HF 比の値は 1.89±1.34 、対数変換した LF/HF 比の値は
0.09±0.53であった。
2 副交感神経活動と年齢の分布
HF 値と年齢の関係では、r=0.144、p＝0.596であり、関係性は認められなかった。
3 副交感神経活動と入居期間
HF 値と入居期間の関係では、r=0.636、p＝0.008であり、相関が認められた。
4 年齢と入居期間
年齢と入居期間の関係では、r=0.094、p＝0.728であり、関係性は認められなかった。
5 副交感神経活動と心拍数
HF 値と心拍数の関係では、r=－0.697、p＝0.003であり、負の相関が認められた。
6 心臓血管系反応
収縮期血圧 154±41mmHg 、拡張期血圧 73±18mmHg 、平均血圧 102±27mmHg 、心拍数
77±7 拍 / 分、1 回心拍出量 71.7±28.1ml 、分時心拍出量 5.35±2.05ℓ/min 、総末梢血管抵抗
1793±789 dyn. sec/cm5 であった。
対象者間での拡張期血圧と総末梢血管抵抗は r＝0.626 、p＝0.022 であり、有意な相関を示した。
総末梢血管抵抗と1 回心拍出量は r＝－0.813 、p＝0.001 であり、有意な相関を示した。総末梢血管抵
抗と分時心拍出量は r＝－0.808 、p＝0.001 であり、有意な相関を示した。また、1 回心拍出量と分時心
拍出量は r＝0.951、p＜0.001であり、有意な相関を示した。他の項目間は有意差が認められなかった。
7 嗜好性
  「春夏秋冬」の好きな順は、秋、春、冬、夏であった。春と冬との間に統計学的有意差が認められた
（p＜0.01 ）
。
「和食・洋食・中華」の好きな順は、和食、洋食、中華であった。和食と洋食との間と洋食
と中華との間に統計学的有意差が認められた（p ＜ 0.01 ）。
「肉料理・魚料理・野菜・果物」の好きな
順は、果物、野菜、肉料理、魚料理であった。肉料理と魚料理との間に統計学的有意差が認められた
（p ＜ 0.01 ）
。
「赤・緑・青」の好きな順は、青、緑、赤であった。緑と赤との間に統計学的有意差が認
められた（ p＜0.01 ）
。
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Ⅳ 考

察

1 自律神経系の応答
本対象者は、平均年齢85.7±4.3歳の施設入居者であり、安静座位でのHF 値は950.2±2081.4msec2
であり、LF/HF 比の値は1.89±1.34であった。
先行研究結果では、平均年齢 55.3±6.3 歳の軽度肥満者 18 名（男性 9 名、女性 9 名）の仰臥位
での HF 値は 148.3±127.7msec2 であり、LF/HF 比の値は 2.39±2.56 であった 14 ）。介護老人保健施
設に入所している平均年齢 70.2±5.8 歳の 10 名（男性 4 名、女性 6 名）の安静座位での HF 値は
61.2±21.6msec2と60.1±34.6msec2 であり、LF/HF 比の値は 1.33±0.77と1.37±0.75 であった 15 ）。平
均年齢 53.1±2.4 歳の健常男性 11 名の安静座位での HF 値は 204.38±130.69msec2 であり、LF/HF
比の値は 3.38±5.10 であった 16 ）。平均年齢 22.1±1.5 歳の健常男性 16 名の安静座位での HF 値は
932.12±843.97msec2 であり、LF/HF 比の値は2.03±1.71であった 16 ）。職員検診および人間ドック検診
による健常者の HF 値は若年者で516±516msec2 、65 歳以上では235±204msec2 であり、2 群間に有
意差が認められた。LF/HF 比の値は若年者で0.76±0.34 、65 歳以上では0.58±0.26であり、2 群間に
有意差が認められた。この先行研究では、HF 値とLF/HF 比の値が若年者に比べて高齢者が有意に
低下していたことを示している 17 ）。本研究では年齢とHF 値に相関は認められなかったが、本研究の対
象者年齢の幅が比較的狭かったことも要因になっているものと思われる。HF 値はどの先行研究と比較
しても高い値を示していることが分かる。
これらの結果から、本対象者の LF/HF 比の値、つまり、交感神経活動は先行研究結果に類似する
結果を示していた。安静座位での HF 値は介護老人保健施設に入所している平均年齢 70.2±5.8 歳の
10 名の結果よりもかなり高値になっており、平均年齢 22.1±1.5 歳の健常男性 16 名の値に近い値を示し
た。HF 値と入居期間に正の相関が認められ、年齢との関係がなかったことを考え合わせると、食事環
境を配慮した入居施設で生活する入所者の特徴を示している可能性があり、生活環境が副交感神経
活動に影響を及ぼしていることを示唆する。
2 心臓血管系の応答
平均年齢 66±5 歳の健常者の安静背臥位では、収縮期血圧 128±18mmHg 、拡張期血圧
72±19mmHg 、平均血圧 92±19mmHg 、心拍数 62±12 拍 / 分、1 回心拍出量 59.0±16.9ml 、
分時心拍出量 3.61±1.01ℓ/min 、総末梢血管抵抗 2457±1086dyn. sec/cm5 と報告されている 13 ）。
また、平均年齢 25±4 歳の健常者の安静背臥位では、収縮期血圧 117±11mmHg 、拡張期血圧
68±8mmHg 、平均血圧 84±8mmHg 、心拍数 66±9 拍 / 分、1 回心拍出量 71.0±17.2ml 、分時心
拍出量 4.61±1.28ℓ/min 、総末梢血管抵抗 1698±510dyn. sec/cm5と報告されている13 ）。これらと比
較すると、本研究対象者は若年者の値に近く、安静時循環動態は比較的維持されていることが伺えた。
精神的ストレスを与えると、血圧上昇、心拍数増加、1 回心拍出量と分時心拍出量の増加、総末梢
血管抵抗の増加がおこる18）ことから、精神的ストレスが少ない環境であることが示唆された。
1 回心拍出量と分時心拍出量が有意な相関を示したのは、一方の心拍出量が少ない者は他方も少
ないことを表し、それが強く相関することは理解できる。心拍出量と総末梢血管抵抗が負の相関を示し
たことは、心拍出量の増減に伴い総末梢血管抵抗を変化させることによる血圧の調整のためと考えられ
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る。これらが相関するということは、本対象者は血圧調節機構が正常に機能していることを裏付ける。し
かし、収縮期血圧と総末梢血管抵抗に相関がなかったことから高血圧に対する末梢血管での応答に
機能低下を示している可能性が考えられる。動脈硬化等血管の粘弾性の評価が必要である。また、血
圧と年齢に相関はなく、個人差の影響が考えられた。
副交感神経活動と心拍数の関係では、負の相関が認められ、副交感神経活動が高い者ほど心拍
数が抑えられていた。しかし、心拍数は 77±7 拍 / 分であり、先行研究と比較しても低いとは言えない。
副交感神経活動と共に心拍数の経時的変化を調査する必要がある。
3 嗜好性と自律神経
対象者は、四季では秋と春を好み、食事では果物、野菜、肉料理を好み、魚料理は好まず、和食を
特に好む傾向にあった。また、色の好みは、青、緑を好み、赤を好まない結果となった。
色彩が心理に影響を与え、赤色が交感神経系を青色が副交感神経活動を刺激するとされている19）。
また、好む色を見ると気分を和らげ、好まない色を見ると不快を感じる者もいる 20 ）。生活環境を整える際
の一考となると考えられる。
大学生 101 名に食事場面で好きな色を青、灰、黄、緑、赤の 5 色から選択させた結果、好きな順
が黄、緑、赤、灰、青となった 21）。黄、緑の嗜好度数が高かった他の場面は、テレビ視聴、入浴があっ
た。青、灰の嗜好度数が高かった場面は、勉強、睡眠、読書であった。日常生活場面での色使いの
参考となる。照度は1500ルクスが良いとされ、夏場は室温、光源の色温度の影響を受けやすいとされて
いる22 ）。また、好みは事象関連電位を用いるとＰ300 成分の加算平均波形の潜時 250～500ms の面積
が大きくなることから評価できるとされている23）。
カフェイン24 ）、グルタミン酸ナトリウム9 ）や食塩 9 ）の摂取により副交感神経活動が高まることも報告されて
いる。これらの伝達経路は、ヒスタミンニューロンが視床下部結節乳頭核から視交叉上核に投射され、
視交叉上核から臓器、組織に自律神経が投射されて、様々な環境の変化に応じて体内恒常性の維持
に努めていると考えられている 25 ）。ラットを用いた研究では、グレープフルーツ精油の匂い刺激は交感神
経活動を高め、胃を支配する副交感神経活動を低下させる 26 ）。ラベンダー精油の匂い刺激は交感神
経活動を低下し、胃を支配する副交感神経活動を高める。乳酸菌の投与 27 ）や音楽刺激 28 ）により腎臓
交感神経活動が低下する。今回は個人の好みをもとにした自律神経系の応答は測っていないが、好ま
ない色を見ると不快を感じる者もいることから20）、個人の嗜好性を考慮した環境設定の必要性がある。
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