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加藤 実Ⅲ）
痛みの発生，増悪，慢性化には自律神経系の活動が密接に関与している．そのため，臨床の場
では，痛みによる自律神経活動の変化を客観的に評価できる検査方法が望まれている．近年，心
拍や血圧の「揺らぎ（自発変動）」から自律神経活動を定量的に評価する手法・機器が発達し，さま
ざまな分野において普及・応用されている．本稿では，周波数解析を用いた自律神経機能評価機
器の原理に加え，算出される各指標の説明や測定時の注意事項を簡潔に概説している．今後，心
拍などの自発変動から非侵襲的かつ簡便に自律神経活動を評価できる機器は，外来診療の場にお
いて，痛みの治療や研究に役立つと思われる．

はじめに

を発生させる「痛みの悪循環」は，痛みの治療において
大きな妨げとなっている．
痛みの発生と持続に自律神経系が関与している代表的

遠心性の自律神経活動を司る交感神経はさまざまな機

な疾患には，複合性局所疼痛症候群（Complex Regional

序で痛みの発生，慢性化，増悪などに関与している 1）．

Pain Syndrome：CRPS）をはじめ，糖尿病性ニューロ

例えば，痛みによる交感神経の過緊張が痛みの部位の組

パチ，帯状疱疹後神経痛，幻肢痛，筋筋膜痛症候群など

織血流を低下させ，発痛物質の産生によりさらなる痛み

が挙げられる．また，実際の臨床の場においても，生体
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の自律神経活動が変化するような環境変化（低気圧，寒

詳細な解析アルゴリズムについては，Circulation 誌上の

冷，精神的ストレスなど）が生じると，痛みや随伴症状

一般臨床使用の標準ガイドラインに譲り 2），本稿では，

の増悪を訴える場合が少なからず経験される．これらの

周波数解析の原理と，測定から得られる各指標の説明や

代表的な疾患の痛みの発生や持続，また環境変化による

測定時の注意事項を簡単に述べる11, 12）．

痛みや随伴症状の増悪に対して，自律神経機能変化がど
の程度関与しているかの推定や，治療の効果の判定など
のために自律神経機能検査が行われている．

周波数解析による自律神経機能評価

本稿では，痛みの発生・持続や随伴症状の変化に自律
神経活動が及ぼす影響や，治療の効果・判定などを，よ

自律神経の状態が安定したある一定時間から心拍デー

り客観的かつ定量的に評価する方法として，心拍や血圧

タを得る必要があるため，特殊な場合を除き十分な安静

の「揺らぎ（自発変動）」に周波数解析を施す自律神経

をとった後，そのままの状態で 3 分間以上の記録を行う．

機能検査について概説する．

不整脈やアーチファクトが含まれる場合は，特別な処置
を施さない限り解析には適さないが，近年発売されてい
る機器の中には自動でこれらを除去するプログラムが組

自律神経機能検査

み込まれているものが多い．また，呼吸数は解析結果に
影響を与えるため，12〜15 回/分程度の統制呼吸を行う

これまでの自律神経機能検査には，サーモグラフィや
皮膚交感神経反射の測定，カテコラミン測定などが用い
られているが，近年，自律神経機能の変化によって影響

か，もしくは自発呼吸下に測定を行う場合は呼吸数をモ
ニターしておく．
例えば，心電図波形を記録したものをみる（図 1 A ）

され変化する心拍や血圧の「揺らぎ（自発変動）」を定

と，安静状態の健康人から記録したものであっても，一

量化し，自律神経活動を評価する方法が発展してきてい

見，規則正しく安定しているように思っていた R- R 間隔

2）

る ．

は長く短く変化しており，心拍数に換算しても20bpm以

心拍や血圧から自律神経の状態を知るためのもっとも

上の幅で比較的急速に大きく揺れ動いていることがわかっ

簡単なものは，ある一定時間内の平均心拍や血圧を求め

ている13）．この安静状態での揺らぎを「自発変動」や「自

る方法であるが，さらに詳細な情報を得るためにさまざ

然変動」と呼ぶ．実際に，1 心拍ごとの R- R 間隔を 5 分間

まな解析方法が応用されている．なかでも心電図 R- R間

プロットした波形（図 1 B ）を見ると，この自発変動波形

隔変動の周波数解析は1980 年代より応用されはじめ発展

は複雑に変動していることがわかる．この一見複雑な波

してきたもので ，自律神経機能検査としては，他の方法

形はさまざまな速さの波が合わさって 1 つの波形を形成

と比較し，より 定量的 であるとされる．最近では，心

している．この複雑な波形から，主にゆっくりとした波

拍変動の周波数解析を用いた論文が PubMed上に 1 日に

（低周波数帯）と速い波（高周波数帯）に分離し抽出する

1 報以上の頻度で追加され，とても一般的な手法となっ

ことで，視覚的かつ数値化して波形の特性を表現する方

ていることがわかる ．さらに，この手法は非侵襲的かつ

法が周波数解析である．図 1 C・D は，実際に R- R 間隔

簡便であるため，痛みによる自律神経機能の変化を評価

の時系列波形に周波数解析を施し，求めたパワースペク

することや，痛みの疾患に関連する臨床研究にも応用さ

トラル密度である．先行研究により判明した生理学的特

れ始めている

．また，医療の場に限らず，トレーニ

性を考慮し，全帯域，低周波数帯域（Low Frequency：

ングやフィットネスなどの運動・健康の分野などにおい

LF）0.04〜0.15Hz，高周波数帯域（High Frequency：

ても使用されており9, 10），そのため市場には多種・多様

HF）0.15〜0.5Hzを定義して，それぞれの帯域において

な自律神経機能機器が登場している．どの機種も，測定

積分によりパワーを求める．これらの指標は，全体変動

には心電図もしくは指尖脈波を用いており，解析アルゴ

で標準化して用いる場合もある2）．

3）

4）

5〜8）

リズムも代表的な高速フーリエ変換をはじめ，最大エン
トロピ法，自己回帰モデル法などが組み込まれている．

指尖脈波による脈拍変動おいても心電図によるR-R間
隔と同様の解析が可能である．低周波数帯の心拍変動パ
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ワーは，心臓交感神経系と副交感神経系両方の活動状態

のため，しばしば交感神経活動の評価指標として低周波

を反映し，高周波数帯の心拍変動パワーは，心臓副交感

数帯の血圧変動パワーが用いられる14, 15）．現在では，機

神経活動の状態を表すとされる2, 14）．また，血圧の自発変

種や解析ソフトにより選択されている評価項目もさま

動に周波数解析を施した場合（図 2 ）も，心拍変動に似

ざまであるが，表 1 に周波数解析による心拍・血圧変動

たピークが見られ，低周波数帯は交感神経性の血管運動

の一般的な評価指標の生理学的特性を列記した（表 1 ）．

による血圧変動が主なものであり，高周波数帯は呼吸の

なお，エントロピーや Very Low Frequency（VLF），

機械的影響による血圧変動が主なものと考えられる．そ

Ultra Low Frequency（ULF），1 /f 揺らぎなど，機種・
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R-R間隔（心拍）変動に対する周波数解析の流れ
（A）心電図，
（B）心電図から求めた 1 心拍ごとの R-R 間隔
を 5 分間分プロットした時系列データ波形，
（C）R-R 間隔
の時系列データ波形（模式図）に周波数解析を施し，ゆっ
くりな波（低周波数帯）と速い波（高周波数帯）に分離・
抽出のイメージ，（D）実際に（B）の時系列データ波形に
周波数解析を施し求めた，心拍（R-R間隔）変動のパワー
スペクトラル密度．特徴的な 山 は生理学的特性をそ
れぞれ反映している．
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血圧変動に対する周波数形跡の流れ
（A）動脈圧波形，
（B）動脈圧波形から求めた 1 心拍ごとの
収縮期圧値を 5 分間分プロットした時系列データ波形，
（C）収縮期圧の時系列データ波形（模式図）に周波数解析
を施し，ゆっくりな波（低周波数帯）と速い波（高周波数
帯）に分離・抽出のイメージ，
（D）実際に（B）の時系列
データ波形に周波数解析を施し求めた，血圧変動のパ
ワースペクトラル密度．特徴的な 山 は生理学的特性
をそれぞれ反映している．
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解析ソフト特有な評価指標や発生機序について議論の多

連続血圧計は有用であると思われる．

い指標は，本稿では割愛した．
一般的な評価指標である低周波数帯および高周波数帯

外来診療への応用

の心拍・血圧変動の評価指標は，あくまでも交感神経活
動や副交感神経活動の絶対値を表しているものではない
ので，各患者において，状態変化により影響され変化し
た自律神経活動を経時的に評価するのが望ましい．

ペインクリニック外来での診療への応用に関して，上
述した特徴と注意事項を十分に理解することが正確な測

以上のような繁雑な操作を自動で行う機器も多く存在

定・評価のため重要である．実際，被検者である患者に

し，指尖脈波による測定から解析までを一括で行えるAPG

不整脈疾患やニューロパチ，心臓外科手術の既往などが

ハートレーターSA-3000P（東京医研：医療機器製造販売

ある場合には評価の信頼度が下がること，また被検患者

届出済み）や，一般的な心電図モニターから出力される

の性差・年齢 17），さらには検査時の自発呼吸数（10 回/

アナログ波形をデジタル変換し，解析を行うMemCalc®

分未満）18）や精神的緊張度による影響を受けるなど，精

（ジー･エム･エス製）や Powerlab®（エー・ディー・イン

密検査としては限界がある．しかし，検査自体の簡便性，

スツルメンツ・ジャパン製）などが市販されている．こ

患者への非侵襲性，心理的負担の軽さなどの利点を考慮

れらの機器は簡便なためベッドサイドでは有用である

すると，患者への全身自律神経機能のスクリーニング検

が，ベッドサイドでの使用ではアーチファクトが混入す

査として外来診察室で実施可能で有用な方法であると考

る場合も多く， アーチファクトの混入，R 波検出ミス，

えられる．特に，同一症例における自律神経活動の状態

不整脈 を確認できない簡便な装置を使用する際は結果

や，治療効果などの経時的な変化の評価などに適してい

が厳密ではなくなるので注意を要する．

ると思われる．実際に，慢性痛疾患患者への自律神経

また，1 心拍ごとの血圧変動を測定する方法には，観

活動のスクリーニング 6），ケタミンによる慢性痛治療へ

血的動脈ラインの確保の他に，非観血的連続血圧計があ

の有効性予測 5），痛みと除痛の判定 7），乳幼児の痛み評

る．非観血的連続血圧計はモンテシステム社，メディセ

価 8），星状神経節ブロック時の自律神経活動の変化 19）な

ンス社，オムロンコーリン社などから販売されており，

どの研究に応用され，その成果が多数報告されている．

指動脈や橈骨動脈から血圧値を得ている．これら血圧計

このように，患者の痛みを自律神経機能という視点から

の測定値は観血的動脈圧値と高い相関を示すことが報告

評価することは，患者の痛みに自律神経活動が及ぼす影

されている16）．特に外来患者においては観血的動脈ライ

響や各種治療法の効果判定に一助となることで，痛みの

ンを確保することは困難であることから，この非観血的

多面的評価を可能とする手法の 1 つになると考えられる．

表 1 周波数解析による心拍・血圧変動の主な指標と生理学的特性
（文献 11より引用・改変）
全周波数帯の心拍変動パワー
（例．TP，SDNN）

：全体の心臓自律神経活動の指標

低周波数帯の心拍変動パワー
（例．LF，LF-RR，LF-HR）

：心臓交感神経と副交感神経活動の指標

高周波数帯の心拍変動パワー
（例．HF，HF-RR，HF-HR）

：心臓副交感神経活動の指標

低周波数帯／高周波数帯パワー比 ：心臓自律神経バランスの指標
（例．LF/HF，LF/HF Ratio）
：交感神経性の血管運動による血圧変動
低周波数帯の血圧変動パワー
（例．LF-BP，LF-SBP，LF-DBP）
：呼吸性の機械的影響による血圧変動
高周波数帯の血圧変動パワー
（例．HF-BP，LF-SBP，HF-DBP）
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心拍・血圧変動解析の応用による
循環調節機能の評価

この血圧変動から心拍変動への関係を解析し，動脈圧
受容器心臓反射機能の評価可能な機器として，先に述
べた非観血的連続血圧計に心電図ユニットを追加する

心拍変動と血圧変動から，より詳細に自律神経性の循

Finometer PRO® （モンテシステム製）が挙げられる．

環調節機能を評価することも可能である．心拍変動と血圧

また，心電図と動脈圧波形のアナログ出力を記録し，標

変動の関係を総合的に考えてみると，①血管運動や呼吸

準ガイドラインに則った独自の解析プログラムにて血圧

によって血圧変動が生じ，②それを動脈圧受容器が感知

変動・心拍変動による自律神経活動と，動脈圧受容器心

し，その入力が副交感神経系を通って中枢に伝わり反射

臓反射機能を評価している国内の研究グループもあり，

が起こり，③交感神経系と副交感神経系を介して心臓に

その成果が多数報告されている21〜25）．

信号が送られ，心拍変動の一部を生じていると考えられ
る．以上の過程は動脈圧受容器心臓反射を示しており，
心拍変動や血圧変動は，動脈圧受容器心臓反射機能の一

おわりに

成分であるとも言える．
例えば，心拍変動が低下した場合を考えてみると，
「心

心拍や血圧の「揺らぎ（自発変動）」から自律神経機

臓自律神経系が直接抑制されたため，心臓での出力（心

能の変化を測定する周波数解析は，非侵襲的・客観的・

拍変動）が低下した」と考えられる一方で，「血圧変動

定量的および簡便に自律神経性の循環調節機能を評価す

の低下により圧受容器反射への入力が抑制された結果，

ることが可能である．この特徴は，ペインクリニック患

出力（心拍変動）が低下した」可能性も否定できない．

者に対しても繰り返し測定ができ，痛みによる自律神経

このように，血圧変動が変化する場合や呼吸状態が一定

機能の変化を経時的に捉え，長期治療の効果判定などに

でない場合など，心拍変動による自律神経系の評価は適

有用と思われる．また，星状神経節ブロックなどの交感

切でない可能性がある．そのため，自律神経性の循環調

神経ブロック自体の自律神経への影響を評価することや，

節の変化をより詳細に測定するには，心拍変動だけでは

ドラッグチャレンジテストの客観的判定にも応用可能で

なく，血圧変動とこれらの両変動の関係による動脈圧受

あると考えられる．

容器心臓反射機能の評価を加えることで信頼性を高める
ことができる20）．
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