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SUMMARY

　Objective: The conduit superfi cial venoconstriction of the inactive limb during static exercise is modulated sym-
pathetically, although this mechanism is unclear. The purpose of this study was to investigate whether central com-
mand infl uence the conduit superfi cial venoconstriction of inactive limb during static exercise. 
　Methods: Eleven subjects were participated in this study. They performed static elbow fl exion for 35% of maxi-
mal voluntary contraction （MVC） for 2 min without （FLEX） and with vibrations to the biceps brachii tendon 
（FLEX+VIB） in order to reduce the effort recurred to maintain the set contraction intensity. Deoxy-hemoglobin 

concentration of the active upper arm was monitored by near-infrared spectroscopy, and cross sectional area （CSA） 
and blood fl ow of the basilic vein of the inactive upper arm were measured by ultrasound technique. 
　Results: During VIB, vibration of the biceps tendon elicited a refl ex equivalent of 5.3±2.3% of MVC, and the 
muscle tension during exercise was not different between FLEX and FLEX+VIB. The rating of perceived exer-
tion （RPE） in overall （Overall） and exercising arm （Arm） at the end of FLEX+VIB was significantly lower 
than that of FLEX （Overall: 11.5±0.7 for FLEX+VIB vs. 12.5±0.8 for FLEX, Arm; 3.2±1.0 for FLEX+VIB vs. 
4.8±1.2 for FLEX; P<0.05）. The increases in heart rate （39.8±14.0% vs. 51.5±20.2%; P<0.05） and mean arte-
rial pressure （26.9±13.4% vs. 30.4±11.4%; P<0.05） during FLEX+VIB were signifi cantly lower those during 
FLEX. The change in deoxy-hemoglobin concentration of the exercising arm did not different between FLEX and 
FLEX+VIB. The decrease in venous CSA of the inactive limb, which is the index as venous vessel response, was 
significantly lower during FLEX+VIB than during FLEX （-13.3±21.2 vs. -25.7±22.5%; P<0.05）. However, 
venous blood fl ow of the inactive limb did not different between FLEX and FLEX+VIB. The Overall and Arm 
RPE, and circulatory responses during FLEX+VIB were signifi cantly lower than those during FLEX, suggesting 
that activation of central command during the former condition was lower than during the latter condition. In addi-
tion, the muscle tension during exercise and the deoxy-hemoglobin concentration of the exercising arm were simi-
lar between both conditions, showing that the signals arising in the contracting skeletal muscles themselves, which 
is called exercise pressor refl ex （mechano- and metabo- refl ex）, might be similar between FLEX and FLEX+VIB. 
Thus, the greater decrease in CSA during FLEX+VIB might be caused by decrease in central command via tendon 
vibration.
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緒　　　　言

　運動時の心拍出量は安静時の何倍にも増大する
が、この動脈系での血流増大は心臓に戻る静脈還
流量が維持されるという連関がなくては成り立た
ない現象である。安静時において静脈は多量の血
液を貯留しているが、一旦運動が開始されると、
運動に必要な心拍出量を確保するために静脈血管
が収縮し、貯留血液を速やかに心臓に還流させる
と推察される。特に、非活動部位の表在性静脈血
管は容量血管であるため、運動時におけるこの静
脈血管応答を知ることは非常に重要であると考え
られる。ヒトの運動時において、非活動肢の表在
性静脈血管は収縮し 7,13,14）、交感神経遮断薬を投
与した場合、このような収縮がみられなくなる

ことが報告されている 7）。また、動物における in 
vitro実験でも交感神経刺激やノルエピネフリン
投与により、表在性静脈血管は収縮することが示
されている 1,25）。これらの先行研究から、運動時
における非活動肢の表在性静脈血管の収縮は交感
神経性調節を受けていると考えられるが、そのメ
カニズムは明らかではない。
　運動時の自律神経活動の制御機序の 1つとし
て、高位中枢から下降するコマンドが自律神経活
動を直接制御するという「セントラルコマンド説
（以下，セントラルコマンド）」がある 4,9）。Victor 
et al.22）は、神経筋遮断薬投与後に静的ハンドグ
リップ運動を実施した場合、実際の張力発揮は生
じていないものの被験者の疲労感が疲労困憊に近
い状態では、筋交感神経活動が亢進することを報

　Conclusion: These results suggest that central command infl uences the modulation of conduit superfi cial veno-
constriction of the inactive limb during static exercise.

Key words: exercise pressor refl ex, tendon vibration, ultrasound technique.
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図 1．セントラルコマンドを低下させる実験モデル（文献 4より改変）
Fig.1．Principle of an experiment designed to reduce the central command required to achieve a muscle 

tension ［From Goodwin et al.4）］. 
On the left （A） is shown the situation that exists when an upward force is exerted by the forearm through 
the voluntary constriction of the biceps muscle: the magnitude of the central command required is given as 
+++ （FLEX）. On the right （B） is shown how vibration is used to excite the primary afferents from muscle 
spindles of the contracting muscle, thereby contributing an element of refl ex excitation to the motoneurones 
innervating the muscle: the same upward force can thus be exerted by a contraction of biceps which achieves 
the same tension while requiring less central command （now given as ++） （FLEX+VIB）. 
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告している。更に、神経筋遮断薬投与後の運動時
において張力発揮を維持するために生じるセント
ラルコマンドの増加は、循環応答（心拍数や血圧
の変化）を増大させることが示されている 6,10）。
このようなことから、運動時におけるセントラル
コマンドの強さは実際の運動負荷量や張力発揮と
いうよりも、運動に伴う各個人の疲労感や努力感
と一致するとされている。一方、筋収縮時の腱
部へ振動刺激を行った場合、反射性の張力発揮が
生じるため、実際の筋収縮に必要な努力感は低下
する 4,12,18）。つまり、運動のみを行った場合と比
較して、運動中に腱部への振動刺激を行った場合
にセントラルコマンドは低下する（図 1）。実際
にこのモデルを用いた先行研究において、運動中
に腱部への振動刺激を行った条件では、運動のみ
を行った条件と比較して循環応答 4,12）や脳血流応
答 18）は低下することが報告されている。以上の
ことから、循環応答や脳血流応答はセントラルコ
マンドの影響を受けることが示されているが、運
動に伴う非活動肢の表在性静脈血管収縮に対する
セントラルコマンドの影響は検討されていない。
暗算などの精神性ストレスを負荷した場合、反射
性の静脈血管収縮が生じることから 3）、非活動肢
の表在性静脈血管収縮はセントラルコマンドの影
響を受けていると予想される。
　そこで本研究は、静的肘屈曲運動時（FLEX）
と上腕二頭筋腱部へ振動刺激を行いながらの静的
肘屈曲運動時（FLEX+VIB：セントラルコマンド
低下条件）における非活動肢の表在性静脈血管横
断面積の変化を比較することで、セントラルコマ
ンドが非活動肢の表在性静脈血管収縮に及ぼす影
響を明らかにすることを目的とした。セントラル
コマンド低下条件において、運動に伴う非活動肢
の表在性静脈収縮程度は抑制されると予想される。

研 究 方 法

Ａ．被験者
　被験者は健康な若年男女 11名とした〔年齢：
21.3±0.9 歳，身長：165.0±6.6cm および体重：
55.2±5.7kg（平均値 ± 標準偏差）〕。本研究は日
本女子体育大学の人を対象とする実験・調査等に
関する倫理審査委員会の承認を得た後（承認番
号：2010-1，承認日：2010 年 4 月 27 日）、各被

験者に本研究の目的や潜在的な危険性を口頭およ
び文書で説明し、全員から研究参加への同意を得
た。
Ｂ．事前測定
　実験に先立って、全被験者において、安静状
態にて上腕二頭筋腱部の振動刺激により反射性
の上腕二頭筋収縮が生じるか否かのテストを実
施した。具体的には振動刺激装置（DPS-380, DIA 
MEDICAL）を用い、安静状態の被験者の左上腕
二頭筋腱末梢部を振動させることで反射的な左上
腕二頭筋収縮が生じるか確認した。装置の振動頻
度は 100Hzとし、振幅は 0.8mmとした 18）。腱部
振動刺激により 5.3±2.3％MVC強度の反射性の張
力発揮が引き起こされることを確認した。
　振動刺激テスト後、被験者は静的最大肘屈曲随
意筋力（maximal voluntary contraction; MVC）を左
腕にて 2回測定し、良いほうの値をMVCとして
採用した。その後、被験者は本実験と同様の静的
肘屈曲運動の練習を行った。また、本研究では呼
吸回数を 10 回 分または 15 回 分と制限したた
め、被験者は運動練習と合わせて呼吸調節の練習
も行った。
Ｃ．運動プロトコール
　被験者は、1）35％MVC 強度で 2 分間の静的
肘屈曲運動のみを行う条件（FLEX）と 2）上腕
二頭筋腱部の振動刺激を行いながら 35％MVC強
度で 2分間の静的肘屈曲運動を行う条件（FLEX
+VIB）、の 2条件をランダム順で行った（図 1）。
各条件の試行は 15分以上の間隔を空け、心拍数
および血圧がベースライン値まで戻ったことを
確認し、次の試行を行った。被験者は左肘を 90°
に固定した状態で半仰臥位姿勢を保ち、5分間の
ベースライン値測定の後、各試行を実施した。ま
た、上腕二頭筋腱部の振動刺激は FLEX+VIBで
はベースライン値測定の 4分目から開始した。運
動または腱振動刺激終了後、全身の主観的運動強
度および腕（左上腕）の疲労感を聴取した。全身
の主観的運動強度は Borg Scale2）を、腕の疲労感
は Saito et al.16）の方法を用い評価した。
Ｄ．測定項目
　心拍数および動脈血圧は自動血圧計（Finometer, 
Finapress Medical Systems BV）を用い右手中指で
測定し、A/Dボード（ARCO I/O, ARCO System）
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を介して 1秒間隔でパーソナルコンピュータに取
り込んだ。
　活動筋の酸素化動態（酸素化ヘモグロビン濃度
および脱酸素化ヘモグロビン濃度）は近赤外線酸
素モニタ装置（NIRO-200, Hamamatsu Photonics）
を用い、近赤外線分光法により左上腕二頭筋で測
定した。データ収集には心拍数や動脈血圧と同様
の方法を用いた。
　非活動肢（右腕）の尺側皮静脈の血管横断面積
および血流速度は超音波画像診断装置（Vivid e, 
GE Healthcare）を用い、前者は超音波 B-mode法
により、後者は超音波パルスドップラー法により
測定した。測定には周波数が 8.0MHzのリニア型
プローブを使用した。尺側皮静脈血管に対し 60°
の角度でプローブを固定し、血管横断面画像と血
流速度を同時にかつ連続的に測定し、得られた画
像および流速波形を超音波診断画像装置のハード
ディスク内に保存した。血流速度は 12秒ごとに
自動計算モードにより平均血流速度として算出し
た。また、血管横断面積は 12秒ごとに任意の 3
ポイントを選び、手動トレースにより算出し、得
られた値を平均して血管横断面積とした。尺側皮
静脈血管に対し 60°の角度で血管横断面画像を得
たため、次式を用いて血管横断面積を補正した。
血管横断面積× sin 60°

　前述のように測定した血流速度と補正後の血管
横断面積から、次式を用いて血流量を算出した。
　血流量＝血流速度×血管横断面積
Ｅ．データ解析および統計処理

　いずれの測定項目も、ベースライン値測定の
61秒目から 240秒目までを平均した値をベース
ライン値として用いた。また、運動時においては
12秒ごとに平均した値を用いた。

　運動時における心拍数、平均動脈血圧、尺側皮
静脈血管横断面積、血流速度および血流量はベー
スライン値からの変化率（％）を、脱酸素化ヘモ
グロビン濃度は変化量（Δ）を算出し、データと
して用いた。すべてのデータは平均値 ± 標準偏
差で表した。
　心拍数、平均動脈血圧、脱酸素化ヘモグロビン
濃度、尺側皮静脈血管横断面積、血流速度および
血流量の経時変化において、2要因〔条件（2水準）
と時間（11水準）〕による反復測定分散分析を行っ
た。条件の主効果および条件×時間の交互作用が
有意であった場合に、条件間の有意差を検定する
ために下位検定として対応のある t-testを用いた。
また、時間の主効果が有意であった場合、ベース
ライン値からの有意差を検定するために下位検定
として Dunnett法を用いた。各測定項目のベース
ライン値において、条件間の有意差を検定するた
めに対応のある t-testを用いた。なお、すべての
検定には SPSS統計パッケージ（11.0）を用いた。
いずれの検定においても有意水準を P<0.05とし
た。

結　　　　果

Ａ．各条件におけるベースライン値
　表 1に FLEXおよび FLEX+VIBにおけるベー
スライン値を表した。いずれの測定項目において
もベースライン値に条件間で有意な差は認められ
なかった。
Ｂ．各条件における筋の張力発揮
　図 2に FLEXおよび FLEX+VIBにおける運動
時または上腕二頭筋腱部振動刺激時の筋の張力
発揮を表した。運動時において FLEXでは 34.6±
2.0％MVC 強度の、FLEX+VIB では 34.7±2.2％

表 1．FLEXおよび FLEX+VIBにおけるベースライン値
Table 1．The absolute values of baseline at FLEX and FLEX+VIB.

 Values are means ± SD. 

FLEX FLEX+VIB

Heart rate （bpm）
Mean arterial pressure （mmHg）
Venous cross sectional area （cm2）
Venous blood velocity （cm s-1）
Venous blood fl ow （ml min-1）

61.7 ± 7.9
83.7 ± 8.3
0.16 ± 0.10
 3.3 ± 0.9
33.9 ± 20.8

63.7 ± 9.1
79.3 ± 9.0
0.18 ± 0.09
 3.6 ± 0.8
41.1 ± 24.2
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MVC強度の張力発揮が維持された。
Ｃ．各条件における全身の主観的運動強度およ
び腕の疲労感

　図 3に全身の主観的運動強度および腕の疲労感
を表した。いずれも FLEX での値が FLEX+VIB
での値より有意に大きくなった（全身：P<0.01，
腕：P<0.01）。
Ｄ．各条件における心拍数および平均動脈血圧
の経時変化

　図 4A、B に FLEX および FLEX+VIB におけ
る心拍数および平均動脈血圧の経時変化を表し
た。心拍数はいずれの条件も運動中に増大し、
分散分析の結果、条件の主効果（F=9.81, df=1, 
10, P=0.01）、時間の主効果（F=43.80, df=10, 100, 
P<0.01）および条件×時間の交互作用（F=4.53, 
df=10, 100, P<0.01）が有意であった。下位検
定の結果、運動開始 96 秒目以降で FLEX で
の値が FLEX+VIB の値より有意に大きくなっ
た（96 秒目：P=0.01, 108 秒目：P=0.01, 120 秒
目：P<0.01）。平均動脈血圧はいずれの条件も
運動中に増大し、分散分析の結果、時間の主効
果（F=35.79, df=10, 100, P<0.01）および条件×
時間の交互作用（F=2.40, df=10, 100, P=0.01）が
有意であった。下位検定の結果、運動開始 96秒
目以降で FLEXでの値が FLEX+VIBの値より有
意に大きくなった（96秒目：P=0.04, 108秒目：
P=0.03, 120秒目：P=0.04）。

Ｅ．各条件における非活動肢の尺側皮静脈の血
管横断面積、血流速度および血流量の経時変
化

　図 4C、D、E に FLEX および FLEX+VIB にお
ける非活動肢（右腕）の尺側皮静脈の血管横断面
積、血流速度および血流量の経時変化を表した。
静脈血管横断面積は分散分析の結果、時間の主効
果（F=4.71, df=10, 100, P<0.01）および条件×時
間の交互作用（F=5.37, df=10, 100, P<0.01）が有
意であった。下位検定の結果、FLEXにおいて運
動開始 120秒目でベースライン値と比較して有意
に低下したが（P=0.03）、FLEX+VIBではベース
ライン値と比較して有意な低下はみられず、運動
開始 120 秒目において FLEX の値が FLEX+VIB
の値より有意に小さくなった（P=0.01）。静脈血
流速度および静脈血流量はいずれの条件も運動中
にベースライン値と比較して変化せず、分散分析
の結果、条件と時間の主効果および条件×時間の
交互作用は有意ではなかった。
Ｆ．各条件における活動筋における脱酸素化ヘ
モグロビン濃度の経時変化

　脱酸素化ヘモグロビン濃度はいずれの条件も運
動中に増大し、分散分析の結果、時間の主効果
（F=81.22, df=10, 100, P<0.01）および条件×時間
の交互作用（F=4.19, df=10, 100, P<0.01）が有意
であったが、下位検定の結果、条件間に有意な差
は認められなかった。
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Fig.2．The time course of the muscle tension during FLEX and 
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Values are means ± SD.

図 3．FLEXおよび FLEX+VIBにおける全身の主観的運
動強度および腕の疲労感

Fig.3．Overall and exercising arm rating of perceived exertion 
immediately after the end of static arm flexion without 
（FLEX） and with （FLEX+VIB） tendon vibration.

Values are means ± SD. ＊: P<0.05, difference between FLEX and 
FLEX+VIB.
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考　　　　察

　本研究は運動に伴う非活動肢の表在性静脈血管
収縮に対するセントラルコマンドの影響を検討し
た。静的肘屈曲運動時（FLEX）にみられた非活
動肢の表在性静脈血管横断面積の低下と循環応答
の増大は、上腕二頭筋腱部の振動刺激を行いなが
らの静的肘屈曲運動時（FLEX+VIB）において抑

制された。このことから、表在性静脈血管応答は
セントラルコマンドの調節を受けていることが示
唆された。
　FLEX+VIBの運動時において非活動肢の静脈
血管横断面積はベースライン値から有意な低下は
みられなかったが、FLEXのそれはベースライン
値と比較して有意に低下した（図 4C）。静脈血管
横断面積の低下には、交感神経性調節による能

図 4．FLEXおよび FLEX+VIBにおける心拍数、平均動脈血圧、非活動肢の尺側皮静脈の血管横断面積、
血流速度および血流量の経時変化

Fig.4．The time courses of the heart rate （A）, mean arterial pressure （B）, venous cross sectional area （C）, venous 
blood velocity （D）, and venous blood fl ow （E） of the inactive upper arm during FLEX and FLEX+VIB.

Baseline data values were defi ned as the control level （0%）. Values are means ± SD. ＊: P<0.05, difference between 
FLEX and FLEX+VIB.
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動的な血管収縮と 7,20）、血流量低下に伴う静脈経
壁圧の低下による受動的な血管横断面積低下 11）

が考えられる。本研究において、FLEX および
FLEX+VIBとも非活動肢の静脈血流量はベース
ライン値と比較して変化せず、両条件間でも有意
な差はみられなかった（図 4E）。このことから、
FLEXにおける静脈血管横断面積のベースライン
値からの有意な低下は、受動的な血管横断面積の
変化ではなく、交感神経性調節による能動的な静
脈血管収縮であると推察される。
　FLEX と比較して FLEX+VIB において、運動
時の循環応答の増大程度および非活動肢の表在性
静脈血管の収縮程度は抑制された（図 4A, B, C）。
運動時の交感神経活動を亢進させる制御機序とし
てセントラルコマンドのほかに、活動筋からの反
射性制御（筋機械受容器反射および筋代謝受容器
反射）があげられる 8,9,15,23,24）。運動時の筋張力発
揮は FLEXと FLEX+VIBで同じであったことか
ら（図 2）、筋機械受容器反射の程度は両条件で
同程度であったと考えられる。また、活動肢にお
いて、筋酸素消費量（代謝量）の指標である脱酸
素化ヘモグロビン濃度 5,17）は FLEXと FLEX+VIB
の間で有意な差はみられなかったことから、筋代
謝受容器反射の程度も両条件で同程度であったと
推察される。これらのことから、本研究でみられ
た循環応答および非活動肢の表在性静脈血管応答
の条件間の差異は、活動筋からの反射制御による
ものではないと考えられる。
　上腕二頭筋腱部の振動刺激は筋紡錘の求心性神
経を刺激し、反射的に筋収縮を生じさせる。その
ため、随意的な上腕二頭筋収縮時においてこのよ
うな腱振動刺激を同時に行うと、随意的な運動時
のみと比較して、筋張力は同様であるが、一定張
力発揮に必要なセントラルコマンド（努力感）は
低下する。本研究において、上腕二頭筋腱部振動
刺激のみでの反射的な筋の張力発揮は 5.3±2.3％
MVCであった。更に、全身の主観的運動強度お
よび活動肢（腕）の疲労感（図 3）や運動時にお
ける循環応答の増大程度は FLEX+VIBが FLEX
より有意に小さかった（図 4A, B）。これらの結
果が先行研究 4,12,18）と一致していたことからも、
本研究において、FLEX+VIBのセントラルコマ
ンドは FLEXより小さくなっていたと推察され

る。したがって、FLEXと比較して、FLEX+VIB
の運動時にみられた非活動肢の表在性静脈血管収
縮程度の抑制はセントラルコマンド低下によるも
のであると考えられる。
　肘屈曲運動のみと比較して、肘屈曲運動中に腱
部振動刺激を加えることで、心拍数、平均動脈血
圧および静脈血管横断面積の変化程度は有意に小
さくなったが、活動筋の脱酸素化ヘモグロビン
濃度、静脈血流速度および静脈血流量は変化しな
かった。FLEX と FLEX+VIB における筋張力発
揮が等しかったことから、両条件で代謝量が等
しかったと推察される。前述のように脱酸素化ヘ
モグロビン濃度は筋酸素消費量を表す指標である
ことから、両条件で差が生じなかったと考えられ
る。更に正常体温時の静的運動時において、非活
動肢の皮膚血管コンダクタンスは変化しないこ
と 21）、セントラルコマンドの影響を受けないこ
と 19）が示されている。表在性静脈は主に皮膚か
らの血液を還流していることから、静脈血流速度
および静脈血流量の変化に条件間で差が生じな
かったと考えられる。
　本研究では運動強度が 35％MVCの静的肘屈曲
運動を用いた。また、腱部振動刺激によって生じ
た反射性の張力発揮は約 5％MVCであった。運
動強度および腱部振動刺激による反射性の張力発
揮の組み合わせが異なった場合（例えば，より低
強度収縮 +高強度振動刺激やその逆）、次の理由
から、本研究とは異なる結果が得られたと予想さ
れる。本研究を行う前の予備実験において、1）
運動強度が 30％MVC強度以下では顕著な静脈血
管横断面積の低下がみられないこと、2）腱部振
動刺激による張力発揮が 2％MVC以下の被験者
において循環応答（心拍数や血圧）や腕の疲労感
は FLEX と FLEX+VIB で差がない（FLEX+VIB
においてセントラルコマンドの低下が生じていな
いと判断できる）、ことを確認した。また、15％
MVC以上の筋収縮では交感神経活動亢進が顕著
となるため、循環応答に変化が生じる。つまり、
腱部振動刺激による張力発揮が 15％MVC以上と
なると、腱部振動刺激自体が著しい交感神経活動
亢進を引き起こす。これらのことから、より低強
度収縮 + 高強度振動刺激の場合、運動に伴う静
脈血管収縮自体がみられなくなると考えられる。
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一方、高強度収縮 + 低強度振動刺激の場合、運
動に伴う静脈血管収縮は生じるが、セントラルコ
マンドを低下させることは難しいと考えられるた
め条件間の差はみられなくなると考えられる。
　今後の研究課題として次の 2点があげられる。
1点目は、セントラルコマンドを増加させた場合
の非活動肢の静脈血管応答を検討することであ
る。具体的に、セントラルコマンドを増加させる
方法として、静的肘伸展運動（上腕三頭筋収縮）
中に上腕二頭筋腱部振動刺激（上腕二頭筋収縮）
を与える方法がある 4）。つまり、肘伸展運動中に
上腕二頭筋腱部振動刺激を加えることで拮抗筋の
収縮が生じるため、肘伸展運動のみを行う場合と
比較して、発揮張力は同一であるが、それを維持
するための努力感は増加する。この方法を用い、
非活動肢の表在性静脈血管応答を検討した場合、
セントラルコマンドが増加した条件では静脈血管
収縮程度がより大きくなると予想される。2点目
は、活動肢の静脈血管応答を検討することである。
本研究は非活動肢に着目して検討を行った。しか
し、セントラルコマンドは両側性（活動肢および
非活動肢）に影響する。更に活動肢では筋収縮に
伴う筋ポンプ作用や代謝産物の蓄積など局所的な
要因も静脈血管応答に関与し、より複雑な調節作
用が働いていると考えられる。したがって、活動
肢の静脈血管応答についても今後検討する必要が
ある。

総　　　　括

　本研究は運動時における自律神経活動の制御機
序の 1つであるセントラルコマンドが非活動肢に
おける表在性静脈血管収縮に関与するか検討し
た。静的肘屈曲運動中に上腕二頭筋腱部を振動刺
激し反射性筋収縮を引き起こすことで、実際に必
要な筋張力発揮を低下させセントラルコマンドを
低下させる実験モデルを用い、非活動肢の表在性
静脈血管応答を検討した。その結果、セントラル
コマンドが低下した条件において静脈血管収縮が
みられなくなった。このことから、運動時におけ
る非活動肢の表在性静脈血管収縮はセントラルコ
マンドによる交感神経性調節により制御されてい
る可能性が示唆された。
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