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若年性，動揺性高血圧症への心理学的アプローチ
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Psychological　ApProach　to　Juvenile，　Labile　Hypertension

　　　　　　　　　　Kei　MORITA＊　Yo　TAKEYA＊　Takehiko　FUJINO＊

　　　　　　　　　　Suga　NISHIYAMA＊＊　and　Tsllyoshi　YAMAGUCHI＊＊＊

　　　Apsychological　test（variant　CMI）was　performed　il172　hypertensive　and　72　normotensive

students．　The　hypertensives　were　selected　from　cases　whose　blood　pressure　was　either

above　140　mmHg　in　systolic　pressure　or　above　90血mHg　in　diastolic　pressure　at　the　regular

medical　exam㎞ation　of　Kyushu　University，　and　then　they　were　divided　into　the　f　ollowing　three

groups　on　the　ground　that　how　many　times　they　showed　tlle　blood　pressure　either　above　150

mmHg　in　systolic　pressure　oτabove　90　mmHg　in　diastolic　pressure　during　three　successive　days；

（1）Group　l　showing　the　criteria，at、any　time（2）Group　2　showing　the　criteria　once　or　twice

（3｝Group　3　showing　no　criteria　at・any．time．

　　　The　results　were　as　follows；

（1）　The　rate　of　nellrotic　region　in　the　hypertensives　was　lower　than　that　in　the　norm　o－

　　　　　tenSlves．

（2）　The　rate　of　neurot’ic’region　am　ong　three　hypertensive　groups　decreased　in　the　following

　　　　　order：Group　3＞Group　2＞Group　1．

（3）　Students（Gen’eki）who　passed　the　college　entrance　examination　direclty　upon　graduation

　　　　　seemed　to　show　the　higher　rate　of　neurotic　region，　compared　with　students（R　ohnin）

　　　　　who　failed　to　the　first　college　entrance　examination，　m　both　the　hypertensives　and

　　　　　the　normotensives．

（4）The　rat・・f　t・・hycardia　i・th・hype・t・nsi…　wa・highq・　tha・that　in　the　n・・m・t・n・ive・・

（5）　The　rate　of　tacllycardia　among　three　hypert孤sive　groups　decreased　ill　the　f　ollowing

　　　　　order：Group　1＞Group　2＞Group　3，

　　　Ahypothesis　f　or　the　pathophysio　to　gical　mechanism　was　proposed．

　　（Journal　of　Heatth　Science，　Kyushu　U］【Uversity，1：69～73，1979）

　＊Institute　of　Health　Science，　Kyushu　Uni　－

　　　versi　ty，　Hakozaki，　Fukuoka　812，　Japan．

＊＊Co】lege　of　General　Educationi　Kyushu

　　　University

＊＊＊Faculty　of　Educati　on，　Saga　Unjversi　ty，

　　はじめに

　本態性高血圧症の成因については，すでに数多くの

報告がなされているが，未だに明解なる解答は得られ

ていない。若年性高血圧症は，本態性高血圧症の成因

をさぐる上において従来より興味深い対象として考え

られているが，今回我々は，若年性高血圧症者に心理
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学的アプローチをこころみた結果2，3の知見を得た

ので報告する。

対象および方法

　対象とした高血圧学生は，九州大学教養部の学生

で，昭和51年度定期健康診断にて，収縮期血圧が140

mmHg以上か，拡張期血圧が90mmHg以上を示し

た99名のうち検査し得た男子学生72人である。年令は

18才から20才である。表1に示すように，定期健康診

断受検率は，ほぼ97％で，その内，定期健康診断で高

血圧と判定された者は，約5％（99人）であった。な

お，女子学生は，男子学生に比しその数が余りに少な

く比較検討するには不適当と考え対象から除外した。

一方正常対照群として，高血圧学生に対応する同じ学

部，同じ年令の正常血圧学生を同数無作為に抽出し

た。なお高血圧群は1回の定期健康診断の値とその後

の何回かの連続した血圧測定とでは，かなり差が出る

ことがすでにわかっているので，今回も定期健康診断

で，収縮期血圧が140mmHg以上か，あるいは，拡張

期血圧が90rnmHg以上を示したものを一応高血圧群

表1　対象

已和・・年

とし，その学生を定期健康診断終了後連続3日間，3

回血圧を測定し，3回共収縮期血圧が150mmHgを

越えたかあるいは，拡張期血圧が90mmHgを越えた

もの11人を第1群，3回共に収縮期血圧が140mmHg，

拡張期血圧が90mmHgの基準を満たさなかったもの

32人を第3群，その中間の態度を示したもの29人を第

2群とし，図1のごとく区分した。

　心理学的アプローチの方法としては，Cornell　me－

dical　index（CMI）1）を改変した健康調査表2）を用

いた。この健康調査表は，入学時にすべての学生に送

られ91．3％の回収率であった。この健康調査表の結果

は，高血圧群，正常群共に深町等3）の判別基準に従

って，4つの領域に区分した。領域1，皿は，ほぼ正

常に近いものと考えられ，領域正，IVは，神経症群あ

るいは，それに近いものとされている。
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　結　果

　図2は，高血圧群と正常群とのそれぞれの領域の％

を示しているが，図に見られるように高血圧群の方が

領域1，IV，すなわち，神経症群と判定される群が少

ない傾向にある。これはCMIの身体症状，精神症状

の両項目のいずれもが低い得点であったことによる。
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次に，高血圧3群間の領域の相違をみたのが図3であ

る。図に見られるように第1群，すなわち，恒常的な

高血圧を示している群は，第3群，すなわち，ほとん

ど正常に近いと考えられる群に比して神経症群が少な

く，第3群はほぼ正常対照群と同じような神経症領域

を示している。

　次にこれ等の群間の差が高血圧以外の因子に由来す

るかどうかを知るために現役で入学した学生群（現

役）と浪人後入学した学生群（浪人）との差について

検討した。高血圧群における現役と浪人の割合は，夫

々56．9％と43．1％であった。なお正常対照群の現役，

浪人の割合は，高血圧群と全く同じになるよう抽出し

ている。

　図4は，高血圧群，正常群の夫々における現役，浪

人別の神経症領域の分布を示したものである。高血圧

群においては，現役と浪人の間には，現役の方がM，

IV領域が比較的多く，浪人の方が少ないという傾向を

示している。正常群の方は，やはり同様の傾向を示し

ているが，有意の差ではない。

　一方，高血圧群では，血圧測定時に，頻脈を示す症

例が多く見られたので，高血圧と頻脈との関係につい

て検討した。頻脈を1分間の心拍数が100以上とする

と，図5に示すように定期健康診断の全受検者の内

全受検者［1三＝＝：：＝コ

舳圧群■■：亟：＝＝：コ

全受検者 匿三＝：＝：＝：＝コ

”m“EZIil　EIEil：：＝：：＝コ

1群

■　頻　脈
ua　ms血圧

図5　高血圧と頻脈の関係

・群■■【三＝＝＝：コ

・群 ■：三＝＝＝＝＝コ
図6　高血圧各群の頻脈の割合
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1．8％が頻脈を示した。

　ところが高血圧群における頻脈の頻度は24．6％とい

う高率であった。一方，頻脈群の中での高血圧の頻度

を見てみると，全受検者中の高血圧の頻度が5％であ

るのに対して，頻脈群では，9．5％と明らかに高血圧

を示す者の割合が増している。

　次に高血圧各群における頻脈の頻度について検討し

た。図6に示すように，第3群における頻脈の頻度10

％に対して第1群では，70％という高率を示した。

考　察

　従来，高血圧への精神身体医学的アブU・一一チは数多

くなされ，高血圧患者のパーソナリティについても，

種々の議論がある。たとえば，高血圧群には，“腹立

ちの抑制”がみられるとするもの4）や，或は，全体

としては，一定の傾向はないけれども，自覚症を有す

る群では，神経症的な傾向がみられ，無自覚者の群で

は，正常パターンを示すという報告5）もある。実験

的にも動物にストレスを加えると一時的な昇圧が見ら

れるということは，すでに確定している事実6）であ

るが，さらに，これ等のことを敷延してソビエト学派

のように，本態性高血圧症の本態は，心臓血管系にお

ける神経症として理解しているところもある7）。し

かしながら，従来の報告では，いずれも本態性高血圧

症として固定した患者，従って年令的にも中年以降の

ものが対象となっており，今回の我々の症例のように

10代後半という若年性動揺性高血圧に関しての詳細な

心理学的な考察は未だ少ない。’さらに，従来の，高血

圧症に関する研究報告で，研究者によってしばしば相

反する結果が見られる一つの大きな原因として，対象

間あるいは，高血圧群と正常対照群との間に集団とし

て均一性に欠けることが挙げられるが，この点，我々

の対象とした高血圧群が上述のようにきわめて均一な

集団であること，さらに正常対象群が高血圧群と年

令，性，学部等，全く同一であることは，得られた結

果の有意性を高めると共に，その因子分析を容易IC’す

るものと言えよう。

　今回の健康調査による結果では，高血圧群は，正常

対照群に比し神経症領域（夏，IV領域）に属するもの

が統計的に有意に少なく，さらに高血圧群でも，1

群，すなわち，比較的恒常的に高血圧を示す群におい

て，特に神経症領域に属するものが少ないことが判明

した。従来の報告8）9）からすれば，以上の結果は，

一見奇異な感を与えるが，これ等の結果について考察

する前にまず方法論上の問題点について検討しておく

必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ
　今回の健康調査表の原著は，アメリカのブロードマ

ン等が作製したCMIを日本の深町等が改訂してほぼ

全国的に使用されているものを一部改変したものであ

る。この方法論は，もともと設問紙法という形式に由

来する種々の限界を持っていること，深町氏等3）の

用いた対象が内科外来患者であるという点で普遍性に

欠けることなど，従来種々の批判がある。さらに，も

ともとこの判別基準の作製にあたって，心理的正常者

でも，LW領域，すなわち，神経症と判定されるも

のが20％から30％出てくることがわかっている。従っ

て，この判別基準が絶対的な診断基準になるわけでは

ないことは，すでに原著者の深町等がのべているとお

りである。しかしながら，この設問紙法という簡便性

は，集団に適用する場合に非常に有用であることは明

らかであり，現在までに各種の集団，すなわち，高校

生，大学生，会社員，内科外来の患者群，精神科外来

の患者群などで，この深町の判別基準は検討されてい

る。その結果多数の症例では，一定の傾向が得られる

ことは，およそ認められているところである。そこで

我々の場合も，九大の学生という，年令，知性，環境

がほぼ一定している群にこれを用いることは，あるお

おざつばな傾向をもとめる際には，妥当ではないかと

思われる。

　さて，冷回の一見奇異にも思われる結果を今後解析

していくために，その作業仮説を述べてみたいと思

う。本来，10代末期という青春期においては，精神

的，肉体的アンバランスにより種々の問題が生じるこ

とは，ゲーテの疾風怒濤時代という表現をまつまでも

なく，すでに自明のことであり，このことをいい変え

れば，この時期というのは，身体的，精神的なポテン

シャルの非常に大きな時期であるといえよう。そこ

で，高血圧群，正常群共に青春期の青年として，精神

的，肉体的ポテンシャルが非常に高い点では共通して

いるといえる。ここで仮に，正常群は，このエネルギ

ー系に関して閉鎖系，高血圧群は，このエネルギー系

に関して開放系を呈するという仮説を導入して今回の

結果に関する説明を試みてみる。すなわち，正常対照

群は，エネルギー系が閉鎖系であるが故に，そのエネ

ルギーは精神的な方向（中枢的方向）で消費してつく

されることになり，その結果，外見上神経症的な方向

にむかうのではないかと考える。一方，高血圧群は開

放系であるが故に精神的な消耗は少なく，即身体的な

方向（未梢的方向）にエネルギーがリークする結果高血

圧という表現型をしめすのではないかと考えられる，
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以上の仮設の具体的なモデルを考えると，“リー

ク”の実体（伝達物質）としてカテコラミン系の存在

が第1に推測される。従って高血圧はカテコラミンに

よる末梢血管の収縮として表現されることになる。さ

らに，高血圧群で統計的に頻脈が多いこと，とくに高

血圧群の中でも，1群で頻脈の合併が多かったことの

説明もカテコラミンの心臓作用として理解される。い

ずれにしろ，今後，具体的な生理学的，生化学的検索

を行なって行かねばならない。

まとめ

　1）高血圧群では，正常対照群に比し，神経症群に

属するものの割合が少なかった。

　2）高血圧群別で見ると，1群（恒常的に血圧が高

いと思われる群）が，3群（正常群に近い群）に比し

明らかに神経症に属するものが少なかった。

　3）現役，浪人別でみると，浪人の方が現役に比し

神経症群に属するものが少ない傾向にあった。

　4）高血圧群では，正常群に比し頻脈を示す割合が

多く，特に高血圧群の中でも1群（恒常的に血圧が高

いと思われる群）に頻脈を示すものの割合が著明に高

かった。

（この要旨は，昭和51年8月第6回九州地区大学保健

管理研究協議会にて報告した）
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