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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　以前に中学生に交感神経機能を評価するべくmild　exerciseを行い，加齢と共にmild　exerciseに反応

しての血圧上昇度が有意に増加することを見出している．我々はそのようなmild　exerciseに対する血

圧反応の年齢差を確認することを意図した．Bruceプロトコール，　Stage　II，6分間のmild　exerciseを

トレッドミルを用いて，13～59歳の健常人に負荷した．それら対象は年齢別に1群（20歳未満），II群

（20～39歳）およびIII群（40～59歳）の3群に分けた．血圧は自動血圧計（BP　303）を用いて，安静時，

負荷終了直後（Otime），その後2分間隔で6分間測定した．安静時の収縮期圧は3群の間に有意差はな

かった．mild　exerciseによる最も高い収縮期圧上昇はグループIIIでみられた．収縮期圧上昇度（Otime

一安静時）及び10mmHg以上の明らかな収縮期圧上昇の頻度については，　III群と1群の問に有意差がみ

られた．

　負荷終了6分後には収縮期血圧は安静時のレベルあるいはそれ以下に低下した．その下降度（Otime

－ 6分値）は1群が他の年齢群よりも有意に大きかった．

　これらの成績はmild　exerciseに対する血圧反応の様式が加齢と共に変化することを示している．そ

れは交感神経系を含む自律神経機能の変化や加齢に伴う血管壁の変化によるものかもしれない．

　　　　　　　　　1．緒　　言

　小児は成長に伴い，生理的に血圧は上昇を示し，次

第に成人値に近づくが，その現象は思春期において著

明にみられ，15歳児の収縮期血圧は13歳児のそれに比

して有意に高値であることが報告されている1）2）．この

生理的血圧上昇の機序には身長や体格の増大も関連

し，単純ではないが，当教室の中田3）は中学生の血漿カ

テコールアミン濃度が加齢とともに上昇する傾向を認

めており，この点から交感神経機能昂進による心機能

増大の関与も大きいと推定される．また，生理的血圧

上昇の時期に一致して高血圧頻度も増加がみられる．

約5，000名の中学生を対象とした横山ら2）の成績では

15歳男女の5．8％に高血圧を認めている．この加齢に伴

う高血圧頻度の増加は，生理的血圧上昇すなわち血圧
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調節の発達過程に無関係ではないと推定される．

　思春期高血圧例の多くは，自然に降圧して血圧は正

常化するが，しかし中には高血圧が持続し，成人の本

態性高血圧に移行する例も認められる．近年，本態性

高血圧が小児期に少なからずみられるとする報告の5）

や，成人の本態性高血圧の起始は小児期にありとする

報告もあることから6ト8），思春期の高血圧は成人病予

防の上で注目されている．とくに，その症例の中で，

どのような例が本態性高血圧に移行するのか，すなわ

ちハイリスク例の検出に努力が払われているが，その

方法としてまだ確立されたものはない．一方，本態性

高血圧の発症機序として交感神経緊張状態を推定して

いる報告が多い．当教室の吉田ら9）は思春期における

交感神経機能昂進を見出す一つの方法として，中学生

にmild　exerciseを負荷し，それに対する血圧反応を

見ている．血圧反応は一様でなかったが，明らかに年

齢差が認められ，加齢とともに上昇型の頻度が増すこ
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とを報告している．著者らは吉田らの知見を拡大し，

mild　exerciseに対する血圧反応の加齢による変化を，

さらに明確にすることを目的として，13歳～59歳まで

の各年齢層の者を対象にmild　exercise負荷を施行し

た．その結果について報告する．

　　　　　　　II．対象および方法

　1）対象

　10歳～59歳の健康人は127名（男子54名，女子73名）

を対象とした．なおこれらの対象を以下の様に年齢別

に3群に分類した．

　1群　13～19歳（男31，女31）

　II群　20～39歳（男8，女29）

　III群　40～59歳（男15，女13）

　mild　exerciseに対する血圧反応の差を以上の群に

ついて比較検討した．パラマ社製コロトコフ音記録計

（自動血圧計BP303S）を用い，収縮期血圧と拡張期血

圧を測定した．同時にパラメーターとして，心拍数，

1回拍出量，心指数を測定した．なお，心電図第2誘

導を不整脈の監視のために同時記録した．

　被検者を15～20分臥位安静の後に，右上腕にて血圧

及びその他のパラメーターを，2度測定し，低い方を

安静時値（Rest，　R値）とし，図ユのように運動負荷

および測定を行った．すなわち，R値測定後立位とし

て，mild　exercise負荷（トレッドミル，　Bruce　stage

日小循誌　10（3），1994

1，II，6分間）を行い，ただちに臥位に戻して，30秒

以内に血圧等を測定，それを0分値とした．以後2分

（2分値），4分（4分値）及び6分（6分値）に同様

の測定を行った．

　Bruceプロトコール

　stage　l，速さ1．7mils，傾斜10％，3分間

　stage　lI，速さ2．5mils，傾斜12％，3分間

　有意差の検定にはstudent　t　testおよびκ2検定を用

いた．なお，3群の比較はFisher　PLSD及びScheffe

F－testにより95％水準で有意，非有意を決め，有意のも

のについて，t検定により危険率（P）を求めた．

　　　　　　　　　III．成　　績

　1．安静時血圧の検討

　安静時の収縮期圧，拡張期圧及び脈圧の各年齢群に

おける平均値を表1に示した．男子ではIII群の拡張期

圧が1群，II群に比して有意に高く，脈圧は有意に小

さかった（いずれもp〈O．Ol）．女子では1群およびIII

群の拡張期圧がII群に比して有意に高かった（それぞ

れp＜0．05，p＜0．01）．安静時収縮期圧は男女共に各年

齢群の間に差を認めなかった．

　2．mild　exercise負荷後の血圧変動

　mild　exercise負荷後の血圧の変動パターンを，　R値

を0とし，それに対する増減（図2A，2B，2C）で示

した．mild　exerciseによる収縮期圧の上昇の程度はIII

安　静 運　動　負　荷

15～20

mln．

6mln．トレッドミル

Bruce．StageLn
R　　　　　　　　　　　　　O 2　　　　4 6min

血圧週』定
（臥｛立）

図1

血圧測定　　血圧測定（臥位）

（臥位、負荷終了

後30sec以内）
Mild　Exerciseプロトコール

表1　安静時血圧の比較

1
男　　　　　子 女　　　　　子

収縮期圧 拡張期圧 脈　圧 収縮期圧 拡張期圧 脈　圧

1群 123．7±9．0 59．3±8．3 64±7 115．9±11．6 64．9土10＊ 51±15

II群 122．6±8．0 60．4±9．8 62±11 107．9±12．2 58．7±10．9 49±12

lll群 119．8±144 72．2エ8．1＊ 48±13＊ 112．5土12 67．8±10．6＊ 45±7

＊I　III，　II－III　p＜⑪．01 ＊1－II　p＜0．05，　II－IH　p＜0．01
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図2A　mild　exercise後の血圧変動．＊p＜0．02
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図2B　mild　exercise後の血圧変動．＊p＜0．05

群が最も高値を示し，ついでII群，1群の順であった．

すなわち，高年齢ほど血圧上昇が著しい傾向がみられ

た．女子でも全く同様の成績が得られた．上昇した収

縮期圧は経時的に下降し，6分後には安静時値まで，

あるいはそれ以下に低下した．その低下の程度は1群

が他群に比して有意に大きかった（p＜0．02～0．05）．

これは男子，女子ともに同様であり，若年ほど負荷後

361－（23）

mmHg 月辰　　圧

男子

　　Rest　　　　　　　　　　　　　6mln
図2C　Mild　exercise後の血圧変動．＊1に対してp＜

　O．Ol

6分における血圧低下が著明であるといえた．

　一方，拡張期圧の変動は軽微であったが，男子にお

いては，1群のみが経時的な下降を呈し，6分値は他

群に比して有意に低値であった．女子では拡張期圧は

ほとんど変動しなかった．脈圧はmild　exerciseによ

り軽度に上昇したが，比較的変動の幅が大きかったの

はIII群男子であった．また，　III群男子の値は他群に比

して，終始低値を呈したことは特徴であった．女子の

脈圧の変動には年齢差を認めなかった．以上のmild

exercise後の経時的血圧変動について，さらに下記の

各項目について検討を加えた．

　1）負荷終了時値（0分値）について

　負荷終了30秒以内に測定した値を負荷終了時値（0

分値）とし，その平均値を各群間で比較した（表2）．

男子では収縮期圧および拡張期圧ともに各群間に差を

認めなかったが，脈圧のみはIII群が1群に比して有意

に低値であった．女子では各値ともにIII群がやや高値

傾向であったが，有意差はみられなかった．

　2）上昇度（0分値一安静時値）について

　1）において収縮期圧および拡張期圧の実測値は群問

に有意差を認めなかったが，しかし図2A，図2Bに示

したように，安静時値を0とした場合の上昇度はIII

群＞II群＞1群であった．そこで各群の上昇型（後述）

を示した例について，上昇度の有意差を検討した．成
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表2　Mild　exercise負荷終了時値（0分値）

男　　　　　子 女　　　　　子

収縮期圧 拡張期圧 脈　圧 収縮期圧 拡張期圧 脈　圧

1群 134±12 61±］0 73±／1 125±13 64±1⑪ 61±15

II群 135±8 65±ll 71±6 124±12 62±16 62±］6

III群 137±15 7⑪±9 66＊±14 ］3⑪±13 68±］⑪ 63±13

＊ 1－III，　p〈0．01

表3　上昇度（0分後一安静時）

男　　　　子 女　　　　子

収縮期 拡張期 収縮期 拡張期

1群 13±8 7±6 ］2±8 8±6

II群 15±9 6±5 16±7＊＊ ll±14

III群 19±］0＊ 7±］ 20±5＊ 7±5

＊1－III　p〈〔〕，05 ＊1－III　p＜0．01

＊＊ 1－II　p＜0．05

績は表3に示したが，男子ではIII群の収縮期圧上昇度

が1群に比して有意に高値であった（p＜0．01）．女子

ではII群およびIII群の収縮期圧上昇度が1群に比して

有意（それぞれp＜0．05，p＜O．Ol）に高値であった．

　3）6分値の下降度（安静時値　6分値）の検討

　図2A，2Bに示したように，運動負荷終了後6分に

は血圧は略々安静時値まで低下したが，1群すなわち

年齢の若い群では安静時以下に低下する傾向がみられ

た．この年齢差をさらに明らかにするために，安静時

値一6分値について検討した（表4）．各群ともばらつ

きが大きかったが，男子の収縮期圧についてみると1

群がII群，　III群にに比して有意に高値を示した．すな

わち1群で下降の度合が大きいことは明らかであっ

た．拡張期も同様に1群が有意に下降の度合が大きい

成績ではあったが，なおII群及びIII群の平均値はそれ

ぞれ負の値を示した．このことは6分値が安静時まで

回復していない例が多いことを示している．

　女子は男子ほど明らかな年齢差を示さず性差が認め

られた．収縮期圧のみが1群とIII群の問に有意差を示

した．すなわち1群の下降の度合が有意に大きい成績

であった．

　4）血圧上昇と血圧下降の比（D／1）の検討

　以上のように，加齢が進むにつれて，mild　exercise

後の血圧上昇は著しく，運動負荷終了後の血圧下降は

不良となる成績が得られたが，これらの点をさらに血

圧下降／血圧上昇比（D／1）を求めて検討した（表5A，

B）．

　血圧上昇（1）は0分値一安静時値とし，血圧下降

は0分値～6分値として，その比（D／1）は男女ともに，

1群がII群，およびIII群に比して，有意に高値であっ

た．II群とIII群の間に有意差はなかったが，　II群に比

してIII群がやや低値を示した．

　5）rnild　exerciseに対する血圧反応型

　吉田9）は中学生に対するmild　exerciseの成績から，

血圧反応型を上昇型，不変型，下降型に分類している．

それに従い今回の対象についても，各反応型の頻度を

群間で比較した．なお，0分値一一安静時値≧5mmHgを

上昇型とし，0分値　安静時値≦－5mmHgを下降型，

表4　6分値の下降度（安静時値　6分値）

男　　　　　子 女　　　　　子

収縮期圧 拡張期圧 収縮期圧 拡張期圧

1群 7．45±7．81 7．09±9．30 7．65±9．18 1．52±8．55

II群 0．88±9．49＊ 一 4．88±5．25＊＊＊ 4．48±7．71 0．69±7．68

III群 0．73±8．29＊＊ 一 L47±5．82＊＊＊ 2、385±8．61＊ 0．154±8．52

　＊1－II　p〈0．025

＊＊ 1－III　p〈0．005

＊＊＊ 1－II，　1－III　p＜0．01

＊1－III　p〈0．05
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　　表5　Mild　exercise後の血圧変動（男子）

A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収縮期血圧

血圧上昇（1） 血圧下降（D） D／1

1群 ］2±8 18±8 2．9±3．4

II群 13±9 14±8 1．3±0．9＊

III群 22±12＊＊ 18±9 1．1±1．1＊＊

血圧上昇：負荷終了後（0分値）一安静時値

血圧下降：0分後　負荷終了後6分（6分値）

＊1との間にp〈0．05，＊＊1との間にp〈0．02

　　　　Mild　exercise後の血圧変動（女子）

B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収縮期血圧

血圧ヒ昇（1） 血圧下降（D） D／1

1群 12±8 18±8 3．1±3．8

II群 16±7＊ 21±8 1．5±0．9＊

III群 20±5＊＊＊ 22±10 12±0．5＊＊

血圧上昇：負荷終了後（0分値）　安静時値

血圧下降：0分後一負荷終了後6分（6分値）

＊1との間にp〈⑪．05，＊＊1との間にp〈〔〕，02，＊＊＊1との問に

P〈0．⑪1

その中間を不変型とした．図3に示すように，男女共

に1群の上昇型の頻度は60％代であったが，II群およ

びIII群の上昇型のそれは80％以上であった．一方不変

型の頻度は男女共に1群で約30％みられたが，それに

比してII群およびIII群のそれは低かった．また下降型

は1群にのみ認められ，II群，　III群では皆無であった．

　以上のようにmild　exerciseに対する血圧反応型に

も明らかな年齢差がみられた．

　6）中等度以上の血圧上昇例の頻度

　吉田はmild　exercise後の収縮期圧上昇が10mmHg

以上を軽度上昇型，20mmHg以上を中等度上昇型，お

よび30mmHg以上の上昇を高度上昇型としているが，

ここでは軽度以上（すなわち収縮期圧10mmHg以上上

昇例）の頻度を群間で比較した．図4にみられるよう

に，加齢と共にその頻度が増加する傾向が明らかに認

められ，男子ではIII群が，女子ではII群，　III群が，1

群に比して有意に頻度が高かった（p＜0．05およびp＜

0．01）．

　7）血圧上昇反応の差と循環動態の関連について

　Mild　exerciseに対する血圧反応として，血圧上昇を

示すもの（上昇型），血圧上昇を示さないもの（不変型

および下降型）があることは前述のとおりであるが，

それらの間にいかなる循環動態の差があるかを知る目

的で，1群の上昇型27例（以下上昇群），不変型および
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図3　mild　exerciseに対する血圧反応（収縮期圧）．＊

1との間にp〈0．05

　％
100 男　子 女　子

図4　10mmHg以上上昇例の頻度（収縮期圧）．＊1群

　との間にp〈0．05，＊＊1群との間にp＜0．01

下降型13例（以下不変及び下降群）を対象に1nild　exer－

cise負荷前後のSV，　CI，などを比較検討した．

　安静時のSV，　CIは上昇群の方が不変および下降群

に比して大きく，また負荷後上昇群では軽度ながら

SV，　CIの上昇傾向を示したが，不変および下降群のそ

れらには全く上昇傾向を認めなかった．

　　　　　　　　　IV．考　　察

　小児期の血圧は加齢とともに上昇し，その傾向は思
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春期においても明らかに認められる．このような生理

的血圧変化に伴い，高血圧の頻度も増加する．その機

序の一つとして交感神経機能との関連が注目されてい

る．教室の中田3）は中学生の血漿カテコールアミン濃

度が加齢とともに上昇する傾向を認めており，また，

Hofmanら1°）は13歳～23歳の正常血圧者において年齢

と血漿カテコールアミン濃度の間に正の相関があるこ

とを報告している．これらのことから思春期における

血圧上昇は交感神経機能昂進による心機能増大がかな

り関与していることが推察される．一方，本態性高血

圧の起始は交感神経機能昂進にあるとする報告11）12｝が

多く，発症を予防する意図で，ハイリスク群すなわち

交感神経優位の状態を検出する方法が種々試みられて

いる．

　運動負荷試験は内因性交感神経刺激法の一つである

が，運動負荷時の交感神経機能昂進の生化学的所見と

しては，血漿のカテコールアミンやcyclic　AMPの濃

度上昇が知られている．通常の強度の運動負荷試験（最

大負荷試験）では，一律に急激な血圧上昇と脈拍数の

増加を示し，個体差や高血圧素因は見出し難いとされ

ている．小児でも強度の運動負荷では，Riopelら13）の

トレッドミルによる報告のように，収縮期圧は負荷開

始と同時に上昇しはじめ，2分過ぎに最大血圧に達し，

一方拡張期圧は不変か，やや低下傾向を示すのが一般

的である．この間にやはり個体差は捉えにくい．そこ

で，当教室の吉田9）は個体差を見出す試みとしてmild

exerciseを行った．その結果，収縮期圧でみて中学生

には上昇型，不変型および下降型があること，また上

昇型にも高度から軽微な上昇を示すものなど種々ある

ことを見出して報告した．しかも，それらの分布には

年齢差があり，加齢とともに中等度以上（20mmHg）

上昇例は増加し，不変型や下降型は減少するとした．

これは加齢による生理的変化と考えられるが，著書は

それをさらに明らかにする目的で，中学生から高齢者

までを対象として本研究を行った．

　1）運動負荷法について

　成人領域では亜最大負荷の報告’4）15）はあるが，mild

exercine報告はみられず，小児については，泉および

林16）による小数例の軽～中等度運動負荷試験の成績が

あるのみである．著者らはトレッドミルを用いて，

Bruce法の2段階までの軽運動の負荷を吉田と同様の

方法で行ったが，表には示さなかったが脈拍数の増加

は平均値でみて10／min以内という，きわめて軽度の運

動負荷といえる．なお，本法においては，立位運動負
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荷，臥位血圧測定という体位変換の要素が加わる．体

位により血圧が変ることは周知のことであり，斜位負

荷（tilting）などでも血圧は大きく変動する17）．また，

同じ運動量を負荷しても，運動負荷方法が異なると血

圧反応が異なることも知られている．例えば跳躍運動

と歩行運動では同じ運動量でも血圧反応に差があると

いう．以上のように運動負荷や血圧測定の条件により，

血圧反応に差が生ずると思われるが，本法の場合，体

位変換という要素が加わるが，いつも同じプロトコー

ルで，同じ条件下で測定する限り，得られた血圧反応

はそれなりの意味を有するものといえよう．血圧測定

も負荷終了後30秒以内に行い，その他所定時間到達直

後に測定したが，同じ条件下では再現性も良好であっ

た．

　2）mild　exerciseに対する血圧反応の加齢による変

化

　前述のごとく，吉田は9）mild　exerciseを中学生に負

荷し，それに対する血圧反応は多様であり，個体差を

認めているが，一方明らかな年齢差の存在も示した．

本研究では加齢によるmild　exerciseに対する血圧反

応の変化を明確にするために，10歳代から50歳代まで

対象年齢の幅を広げて詳細な検討を行った．得られた

血圧反応パターンの年齢差は下記のごとく概括され

る．

　①mild　exercise負荷による収縮期血圧上昇度は加

齢に伴い高値となる．したがって上昇型や10mmHg以

上上昇例は高年齢群で頻度が高い．脈圧の上昇度も高

年齢群で大きいが，それは収縮期圧上昇に由来してい

る．不変型は低年齢群に多く，下降型は20歳未満にし

か見られない．

　②mild　exercise終了後，上昇した血圧は急速に下

降し，ほとんどの例で6分後には安静時値あるいはそ

れ以下に低下する．収縮期圧の下降度（安静時値　6

分値）は20歳未満の低年齢群が他の年齢群に比して有

意に大きい．下降度と上昇度の比（D／1）でみるとこの

ことはさらに明確となる．

　③以上から若年者のmild　exerciseに対する血圧

反応の特徴は上昇の程が小さく，下降の度合が大きい

ことであった．この点を群間の差として要約すると，

収縮期圧上昇の差は主として1群（20歳未満）とIII群

（40～59歳）の間にみられ，一方，下降については1群

とIII群のみならず，1群とII群（20～39歳）の間にも

差がみられ，1群が有意に大きかった．

　一般に血圧は血流量と血流抵抗（粘度と血管径が関
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係）によって規定される．すなわち，P＝VR（P：血圧，

V：血流量，R：血流抵抗）で示される18）．運動によっ

て起こる最も重要な変化は交感神経活動の増加と副交

感神経活動の減少である’g）2°）．これにより心拍数の増

加，心筋収縮性の増強，心室弛緩能の増加，臓器血液

の再配分が起こり，従って心拍出量が増加して血圧は

上昇する．すなわち，運動時の血圧上昇はVの増加に

起因する．一方，収縮期圧の上昇度は加齢とともに増

加することが知られており，それは本研究でも確認さ

れたが，その現象にはVの増加のみならず，血管抵抗

（R）の増加もかかわっている可能性がある．それは前

述のように高年齢群では低年齢群に比して安静時の拡

張期圧が高く，運動負荷後の脈圧も低いことから推定

される．

　血圧が上昇すると圧受容体が刺激され，その情報は

大動脈神経や頸動脈洞神経を経て延髄の中枢に達す

る．その結果，①血管運動中枢の活動抑制→末梢血管

の拡張，②心臓抑制中枢（迷走神経核）の活動増強が

起こり，血圧は下降する．このような生理的降圧反応

は運動負荷後に著明に認められる21）．本研究ではこの

降圧反応に明らかな年齢差が認められ，興味が持たれ

た．前述のように安静時血圧一6分値で見た血圧の下

降度はII群およびIII群が1群に比して有意に小さかっ

た．このように若年の最たる特徴は降圧反応が鋭敏に

起こることであり，それは加齢に伴って鈍化するもの

と思われる．その鈍化の機序は明らかではないが，原

因として圧受容体感受性の低下や末梢血管拡張の不良

など種々のことが考えられる．

　　　　　　　　　　まとめ

　Mild　exerciseに対する血圧反応の年齢差について

検討した．すなわち，対象を1群（13歳～19歳），II群

（20～39歳）およびIII群（40歳～59歳）の3群に分け，

mild　exerciseにおける血圧反応型，上昇度，10mmHg

以上上昇例の頻度，負荷終了6分における下降度など

の項目について群間の比較を行った．

　Mild　exercise負荷による収縮期血圧の上昇度は加

齢に伴って増大する傾向を示し，1群とIII群の問に有

意差が認められた．10mmHg以上上昇例や上昇型の頻

度は1群に比して，II群，　III群で高かった．一方不変

型は逆に1群が他群に比して多く，下降型は1群にの

み認められた．

　以上よりmild　exerciseに対する血圧上昇反応は年

齢が高くなるにつれて著明になることが知れた．

　Mild　exercise負荷終了後の血圧下降は低年齢の方
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が著明であり，安静時値一6分値について1群と他の

年齢群（II群，　III群）の間に有意差が認められた．す

なわち降圧反応が旺盛であることが低年齢群の特徴と

いえる結果が得られた．

　血圧下降度（D）と血圧上昇度（1）の比（D／1）を

求めると，それはII群およびIII群に比して1群で有意

に高く，年齢差がさらに明確となった．
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Age－related　differences　of　blood　pressure　response　to　mild　exercise

　　　Shinichi　Nakamure，　Takumi　Sato，　Susumu　Yonesaka，

　　　　　　　　　　　　　　　and　Masaru　Yokoyama

Department　of　Pediatrics，　Hirosaki　University　School　of　Medicine

　　　Mild　exercise　has　been　previously　applied　for　the　junior　high　school　students　to　assess

sympathetic　nerve　function　and　found　that　the　rising　degree　of　blood　pressure（BP）respond　to

mild　exercise　was　significantly　increased　with　increasing　age．　Our　intention　is　to　confirm　such

age－related　difference　of　BP　response　to　mild　exercise．　Mild　exercise　was　adopted　by　treadmill

at　the　stage　II　of　Bruce　protocal　for　6　minutes（min．）on　127　healthy　subjects　aged　from　13　to　59

years　who　were　devided　into　3　age　groups　as　group　I（less　than　20　year　old），　group　II（20～39　year

old）and　group　III（40～59　year　old）．　Blood　presure　was　measured　by　autohemadynamometer（BP

303）at　rest，　instantly　after　exercise（O　time）and　following　6　min　at　2　min　interva1．　There　were

no　significant　difference　of　systolic　pressure（SP）at　rest　among　those　group．　Highest　rise　of　SP

by　mild　exercise　was　found　in　group　III　compared　to　other　two　age　groups．　There　was　significant

difference　in　rising　degree　of　SP（0－time－at　rest）and　frequency　of　marked　increase　of　SP（≧10

mmHg）between　group　III　and　group　I．　At　6　min　after　stopping　exercise，　SP　fell　down　to　rest　level

or　lower　level　than　it．

　　　The　decreasing　degree（0－time－6　min）of　SP　was　significantly　higher　in　group　I　than　in　other

older　age　groups，

　　　These　results　indicate　that　the　mode　of　BP　response　to　mild　exercise　is　altered　with

increasing　age．　It　may　be　due　to　the　changes　of　autonomic　nerve　function　including　sympathetic

system　and　of　vessel　wall　resulted　from　aging．
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