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１．はじめに
　加齢による生体の機能変化は心血管系のみならずさま
ざまな臓器で生じる［1］。近年、脳・心・腎など各臓器
間の連関が注目されており、それらを結びつける因子と
して神経性、体液性、そして炎症・免疫系を介する細
胞性因子が密接に絡んでいることが研究の対象になっ
ている［2,3］。したがって、加齢による神経・代謝・呼
吸などの要素もシステムとしての循環調節系の変化に関
わってくる。血管系の変化は明らかであり、加齢に伴う
動脈硬化性変化、その促進因子としての他の遺伝的・環
境的要因が単に加齢による変化に加えて老化につなが
る［4,5］。心臓自体の変化も生じる。心筋梗塞などを生
じなければ左室肥大・線維化・心房の変化などがあげら
れる。これらの変化は、特に拡張機能低下が主体の慢性
心不全が高血圧者・高齢者・女性で多くなってくること
にもつながる。加齢と共に血圧は上昇し、特に収縮期血
圧の上昇が明らかである。血管の伸展性の低下と共に拡
張期血圧は下がってくることが多い。また、女性の場合
は閉経後に高血圧・脂質異常症・骨粗鬆症が明確になっ
てくる場合が多い。いずれにせよ本邦の高血圧者数は約
4300 万人と推定されており、50 歳以上の男性と 60 歳以

上の女性では有病率は 60％を超えている。したがって、
克服すべき最大の危険因子である。しかし、未だその成
因は明らかで無く複合的な要因が絡み合っている。
　近年、高血圧の病態における交感神経系の過剰な活
性化が重要な役割を果たしていることが注目されてい
る［6-11］。Guyton らの説により、動脈圧受容器反射を
代表とする自律神経系による血圧調節機構は、瞬時ある
いはせいぜい数日以内の短期間のネガティブ・フィード
バックを介した役割が主体であり、高血圧のような長期
的な血圧調節異常には関わっていないという考え方が支
配的であった［12］。しかし、実験的に単離した頸動脈
圧を軽度下げることによって持続的な血圧上昇が認めら
れることや、頸動脈動圧受容器反射刺激デバイス治療に
よって長期にわたる持続した降圧効果が生じることが示
された。それらの成績を踏まえ、現代のデバイス開発技
術に基づいた頸動脈動圧受容器反射刺激治療が臨床試験
へ進み、治療抵抗性高血圧患者に対する有効性が示され
た。その結果、圧受容器反射を介する交感神経抑制・副
交感神経活性化が高血圧治療に年の単位で持続すること
がわかってきた［2,8,12,13］。つまり、従来の腎臓におけ
るレニン・アンジオテンシン系のみを重視する考え方に、
交感神経系が絡んできて脳・心・腎の間の相互関連が複
合的に絡み合ってきている［2,3］。また、実験的に示さ
れていた腎神経アブレーション術も臨床応用が試みられ
ている［10,11］。これらの治療を臨床的に応用する具体
的な指標は現時点では明確にされてはいない。デバイス
治療自体の改良や手技の工夫も検討されている［11］。
加齢と老化促進因子は、高血圧・高血圧をベースとした

基礎老化研究 39（1）; 21－29 , 2015

【総　　説】

老化と高血圧・循環調節異常

廣岡　良隆
九州大学大学院　医学研究院　先端循環制御学

要約
　高血圧は加齢に伴い増加するが他の環境因子と相まって老化を促進する。神経性血圧調節
機構の代表的なものが動脈圧受容器反射であり、その異常は交感神経系活性化を生じる。近
年、長期的な血圧調節異常である高血圧における交感神経活性化の重要性が再びクローズ
アップされている。つまり、高血圧の成因として腎臓のレニン・アンジオテンシン系が中心
に考えられてきたが、交感神経系も密接に絡んでいることが明らかになってきたからである。
我々は中枢性交感神経出力の増加が脳内酸化ストレス増加によって生じることを見出した。
メタボリックシンドロームやあらゆる心疾患の最終像である心不全においてもこの機序が重
要な役割を果たしている。さらに、腎神経アブレーション術や圧受容器反射刺激治療など自
律神経系に介入する治療への期待が高まっている。

キーワード： Sympathetic nervous system, Central nervous system, Baroreflex, Blood 
pressure regulation, oxidative stress

連絡先：〒 812-8582
福岡市東区馬出 3-1-1
TEL：092-642-5360
FAX： 092-642-5374
E-mail：hyoshi@cardiol.med.kyushu-u.ac.jp



－ 22 －

心血管病発症を増加させる［1］。最終的には心不全によ
る死亡に至る。冠動脈インターベンションを中心とした
循環器疾患治療の進歩から高齢者心不全患者数は、今後
ますます増加することが考えられる。そこに圧受容器反
射機能異常を含む交感神経活性化を早くから意識して、
治療に介入していく必要がある。ただし、交感神経活性
を規定する司令塔は脳である［2,12,13,14］。本稿では高
血圧から心不全に至る交感神経系に関する話題を我々の
研究成果を踏まえ提供する。

２．交感神経系による血圧調節
　血圧の短期的調節には動脈圧受容器反射を中心とす
る自律神経系がきわめて重要な役割を果たす［2,8,12］。
これは瞬時瞬時の血圧を頸動脈洞と大動脈弓にある
伸展受容器である圧受容器で感知され、求心性神経線
維を介して脳幹部にある延髄孤束核（nucleus of the 
solitary tract; NTS）にその情報を送り、尾側延髄腹
外側野に由来する介在神経を通じて頭側延髄腹外側
野（rostral ventrolatreal medulla; RVLM）とよばれる
心臓血管中枢の興奮性を変化させることによって正常
血圧を維持する仕組みである。RVLM からは脊髄にあ
る中間細胞質を経て、交感神経節を介して交感神経節
後線維が各臓器へ投射する。RVLM はさらに脳弓下器
官（subfornical organ; SFO）、 視 索 上 核（supraoptic 
nucleus）、視床下部室傍核（paraventricular nucleus of 
the hypothalamus; PVN）などの上位中枢からの情報を
受け交感神経出力を統合している［2,8,9,12］。
　先に述べたように、交感神経系は短期的な血圧調節に
重要な役割を果たすが高血圧のような血圧の長期的調節
には関与していないという考え方が主流であった。これ
は主に Guyton らの whole body autoregulation という
考え方を当てはめたモデルで説明されてきた［8,12,13］。
つまり、腎臓での圧・利尿曲線の高圧域へのシフトによっ
て体液量増加、心拍出量増加が生じ、引き続き血管抵抗
増加が生じるため、その後心拍出量が正常値へ戻ってく
るが高血圧が持続するという考え方である。この際、腎
臓の圧利尿曲線は高い圧へシフトしており、腎臓の役割
が重視されている。また、腎臓におけるアンジオテンシ
ン II の役割への研究へつながってきた経緯がある。腎
臓内でのアンジオテンシン II の重要性は、腎交叉移植
実験などから明らかである［16］。Guyton 自身は交感神
経系の重要性を述べているにもかかわらず、交感神経系
の関与ははっきりとは示されていない。しかし、腎動脈
内へノルエピネフリンを微量投与すると水・ナトリウム
の貯留が生じるし、腎交感神経除神経は圧・利尿曲線を
低圧域へ戻すことが報告されている［17］。

３．脳内レニン・アンジオテンシン系と交感神経系
　脳内には血中とは独立したレニン・アンジオテンシン
系がある。その証拠として脳内へのアンジオテンシン II
の結合や AT1 受容体などを含む各要素が血液脳関門の
中にある脳実質に存在することが示されており、機能的
にも脳内 AT1 受容体を阻害すると顕著な交感神経抑制

作用が生じる［2,18,19］。他にもバゾプレッシン分泌作用、
CRF 分泌作用がある。脳内 AT1 受容体刺激は NAD(P)
H oxidase を活性化しスーパーオキシドを産生し、酸化
ストレスを増加させる［2,9,19］。NAD(P)H oxidase の
活性化には低分子量 G 蛋白である rac1 がその構成要素
になっている。我々は、世界で最初に脳卒中易発症高血
圧自然発症ラット（SHRSP）の RVLM 局所の酸化スト
レス増加が、中枢性交感神経出力増加により高血圧に関
わっていることを実験的に示した［20］。このため脳内
局所への遺伝子導入を行い、無麻酔・覚醒下で血圧・心
拍数を観察する実験系を確立し検証した［21］。この成
績は、NTS や RVLM 局所での遺伝子発現が蛋白発現・
システムとしての全身血圧の変化を生じさせることを意
味し、この分野の研究者から大きな興味を持って迎えら
れその後の研究の展開へつながっている［12］。また、
腎臓のみで説明されてきた高血圧の病態に再び自律神経
系が深く関与していることを提示した点でも注目された

［12］。実際、NAD(P)H oxidase/rac1 経路の活性化が生
じていることを変異体 rac1 遺伝子導入によって確認し
た［22］。また、RVLM における活性酸素の産生源とし
てのミトコンドリアの重要性も報告した［23］。さらに、
誘導型一酸化窒素合成酵素遺伝子導入は、通常活性酸素
を消去するように作用する一酸化窒素が酸化ストレスを
増加させる方向へ作用することも観察している［24］。
脳内酸化ストレス増加が高血圧の成因として一義的に関
わっているか否かを断言するのは難しい。この変化は高
血圧自然発症ラット（SHR）や SHRSP など遺伝的な高
血圧モデルラットだけでなく、腎血管性高血圧ラットな
どでも認められるからである。しかし、だからといっ
て二次的な現象としてだけで捉えてよいわけでもない
と考えている。SHR でも RVLM や NTS など脳幹部で
AT1R およびその下流シグナルの発現が増加しているこ
とが示されている［25］。さらに興味深いのは、食塩負
荷をした SHR やメタボリックシンドロームモデルラッ
トでも RVLM の酸化ストレスが増加して交感神経を介
した血圧上昇の進展に関与していることである［26,27］。
このことは高血圧の成因として遺伝的要因と環境的要因
がモザイクのように複合的に絡んでおり、鍵となる共
通項として RVLM 酸化ストレスが重要な役割をはたし
ていることを示唆する。つまり、遺伝的要因のみなら
ず環境因子が、脳内 RVLM の AT1R 活性化を介した酸
化ストレス増大から交感神経活性化を惹起し、持続し
た血圧上昇を生じる。さらにメタボリックシンドロー
ムモデルラットではカロリー制限によって RVLM 内抗
酸化作用を介した交感神経抑制が生じることや［28］、
SHRSP では運動が同様な作用を有することも見いだし
た［29］。さらに理解しておく必要があるのは、SHRSP
の RVLM 抗酸化作用によって動脈圧受容器反射機能も
改善することである［29］。実はどのレベルの酸化スト
レスが上記の作用を有するのかは明確ではない。ホルモ
ンのような測定を行い、機能との関係を持って正常範囲
がどこか、低レベルの酸化ストレスは何をしているのか
はわからないからである。少なくとも実験で使用した対
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照群の正常血圧ラットでは、抗酸化作用によって降圧や
圧受容器反射機能は変化しない。それでは病態モデル
の RVLM における抗酸化作用がどのようにして中枢性
交感神経出力を抑制しているのであろうか？どの細胞に
影響しているのであろうか？我々は少なくとも RVLM
における抑制性神経伝達物質であるγアミノ酪酸（γ
-amino butyric acid; GABA）放出が減少して RVLM 神
経興奮が過剰になっている機序に、スーパーオキシド
産生増加が関与していることをマイクロダイアリーシ
ス法によって観察した［31］。さらに、最近、SHRSP の
RVLM におけるアポトーシスシグナルが増加している
ことから細胞を観察した。近年グリア細胞の役割が注目
されている。そのひとつであるアストロサイトは、血液
脳関門の維持・ATP 産生・神経伝達物質の放出に関与
している［32］。そこでアストロサイトの AT1R に変化
が生じるのではないかと推察した（図１）。ただし、も
ともとアストロサイトには AT1R はほとんどないので
あるが、病態では AT1R が増えるのではないかと考え、
GFAP-AT1Rk/o マウスを作成し、心筋梗塞後心不全で
の検討を行った。その結果、RVLM の AT1R はアスト
ロサイトで増加して交感神経活性化につながっているこ
とを示唆する所見を得た［33］。また、RVLM は上位中
枢である PVN からの入力を受けているが、RVLM の酸
化ストレスは PVN からの興奮性・抑制性入力を修飾し

て RVLM の興奮性に影響を与えていることも見出した
［34］。交感神経系を介した血圧調節に関しては RVLM
の酸化ストレスの方が PVN の酸化ストレスよりも役割
が大きいようである［35］。
　近年、慢性炎症性変化がさまざまな病態に関与してい
ることが示唆されている。特に循環器疾患では低グレー
ドの慢性炎症性変化が、動脈硬化のみならず高血圧や加
齢・肥満・脂質異常症などに伴い増加することが病態の
進展に関わっていると考えられ研究が進んでいる［2］。
炎症性サイトカインや高感度 CRP などがある程度マー
カーとして期待はされているが、実臨床で明確なマー
カーにはなっていないのが実情であろう。炎症と絡むの
が免疫系の変化である。我々は toll-like receptor 4 を介
する自然免疫系の活性化が、脳内 AT1R 活性化による
交感神経活性化に関わっていることを見出した［36,37］

（図２）。通常、HSP70 や LPS などのリガンドが活性化
を生じるわけであるが詳細は不明である。また、最近 T
細胞の役割が注目されている。我々は制御性 T 細胞の
減少が脾臓交感神経を介した免疫系の活性化を生じて高
血圧の病態に特に初期の段階から関わっていることを見
出した［38］。この点に関する研究はこれからの分野で
あり、研究の進展から臨床マーカーや新規治療法へ結び
つく可能性を秘めていると考えている。
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図１ 脳内アンジオテンシン II から活性酸素、交感神経活性化を生じる模式図。
 アストロサイトにおける変化、活性酸素産生機序としての NAD(P)H oxidase、ミトコンドリ

アの関与、神経伝達物質放出の変化を示す。
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４．圧負荷心肥大と脳内鉱質コルチコイド受容体（MR）
　　活性化・食塩感受性獲得による交感神経活性化
　心臓は加齢とともに若干肥大するが大きさ自体はそれ
ほど変化しないといわれている。しかし、心筋細胞の変
化、間質の変化は生じて拡張機能が低下してくる。高血
圧の要素が加わると圧負荷によって肥大が生じる。近年、
代償性肥大の時期あるいはそれ以前から圧負荷によって
心臓の間質の線維化や炎症性変化が生じてくることがわ
かってきた。さらに、その時点で交感神経系の活性化が
生じていることも報告されている。心収縮機能の指標
である主に心エコー検査で測定される駆出率（ejection 
fraction; EF）が低下していない心不全患者の多さ、治
療の困難さが循環器内科医の間では問題になっている。
このような収縮機能の保たれた心不全（heart failure 
with preserved EF; HFpEF）は、高齢者、高血圧者、
女性が多いことが知られている。
　我々は圧負荷によって交感神経活性化が生じやすく
なっており、心臓自体も容量耐性が生じて心不全が生じ
るのではないか、そこには食塩感受性が関わっているの
でないかという仮説を検証すべく実験を行った。腎動脈
上部で大動脈をバンディングして圧負荷を行い４週間
待った後、食塩負荷を開始してさらに４週間観察して通
常食塩負荷群と比較した。その結果、圧負荷マウスでは
食塩負荷によって交感神経活性化が明らかに生じるこ
と、この効果は脳室内へ上皮型 Na チャネル阻害薬であ

るベンザミルを投与しておくと抑制される。また、脳室
内へ高 Na 溶液を注入すると圧負荷を行っていないマウ
スと比べてより強い交感神経活性化が生じることを見出
した［39］。これらの成績は、圧負荷マウスでは食塩負
荷によって脳内への Na 取り込みが亢進していること、
脳内での Na 感受性が亢進して交感神経活性化を生じう
ることを示唆する。さらにこれらの変化は、心肥大から
心収縮力低下への移行を促進することを認めている。そ
して、その抑制は交感神経活性抑制を介して心不全を改
善する。この脳内機序としては、脳内鉱質コルチコイ
ド受容体（mineralocorticoid receptors; MR）を介した
AT1R/Rho-kinase 経路の活性化が関与している［40］。
実際、AT1k/o mice では視床下部の MR 活性化は生じ
るが、圧負荷後の食塩負荷による交感神経活性化は生じ
ない［41］。さらに基本的には MR の活性化はアルドス
テロンの関与を考えるわけであるが、このモデルでは視
床下部 MR 活性化にコルチコステロンの関与が大きい
という成績を得ている［42］。脳内局所でのアルドステ
ロンや MR の存在や役割については副腎での産生が極
めて大きいホルモンであるため議論があるがその存在
や病態における役割についての研究報告は増えている

［43,44］。

５．高血圧の進展に伴う腎交感神経活性化と腎交感神経
　　除神経の効果
　高血圧患者において交感神経活性化が生じているが、
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図２ 中枢性交感神経出力増強における toll-like receptor 4 の関与を示す模式図。
 脳内 AT1R 刺激から TLR4（toll-like receptor 4）活性化を介して炎症性変化から交感神経活

性化が生じる。TLR4 活性化は MyD88（myeloid differentiation primary response 88）
というアダプター分子を介して下流にシグナルを伝達し炎症性サイトカインの産生を介して炎
症性変化を生じる。文献 36 より引用。
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特に腎交感神経活性化が顕著であることは Esler らのノ
ルエピネフリンスピルオーバー測定でも明らかである

［45］。臨床的に測定可能な骨格筋交感神経活動も亢進し
ていることが知られている［6］。ただし、心臓交感神経
活動亢進が顕著となるのは心不全である［10］。腎交感
神経はその刺激の強さによって、腎傍糸球体装置のβ1

受容体刺激によるレニン分泌、尿細管α1B 受容体刺激に
よるナトリウム排泄低下、腎血管α1 受容体刺激による
腎血流量低下が生じることが知られている［17］。ただ
し、定常状態では、交感神経活性化から腎血流低下まで
は至らない。心不全になれば腎前性腎不全が生じやすい
ため、過剰な交感神経活性化の影響は受けやすいことが
考えられる。腎神経アブレーションでは、腎臓に分布す
る遠心性腎交感神経の焼灼のみならず焼灼された腎神経
の中に含まれる求心性神経から NTS を介して PVN を
介した中枢性交感神経出力を抑制することになり、全身
の交感神経抑制作用につながっている機序が考えられて
いる。ただし、腎交感神経の中に求心性神経が同様に含
まれているかどうかは筆者が調べた範囲では明らかでは
ない。最近、腎神経アブレーションの効果は基本的には
腎交感神経遠心路の除神経による機序が中心であるとす
る考えに立ち戻ってきており、この治療における全身交
感神経抑制が持続的に生じる機序に関しては今後の研究
が必要である。さらに、同時にレニン分泌抑制を介した
循環血液中アンジオテンシン II 産生抑制も交感神経活
性を低下させる。つまり、体液性因子の影響も考慮する
必要がある。現在、米国において実施された偽手技群を
設けた Symplicity HTN-3 臨床試験において有効性が認
められなかったことから中断しており、機序や手技も含
めて再考されている［46］。ただし、実験的に腎神経除
神経を行うと各種高血圧モデル動物で降圧が認められて
おり、先に述べたように腎交感神経が高血圧の病態に深
く関わっているのは確かである［2,10,17,45］。

６．圧受容器反射刺激治療
　圧受容器反射刺激治療とは頸動脈洞動脈圧受容器を電
気的に刺激し圧反射を介して交感神経を抑制する治療法
である［13］。この手法は古くから米国で狭心症発作に
対する治療法として開発されたのがきっかけである。現
在のテクノロジーを用いて再度高血圧や心不全治療法と
して復活した。しかし、もともと圧受容器反射刺激を
行っても適応現象によって持続した効果は得られないで
あろうと考えられていたのであるが、動物実験によっ
て 1 週間以上安定して降圧効果が持続することから臨床
応用へ進むことになった。米国 CVRx 社で開発された
Rhos System という装置を用いて両側頚動脈洞圧受容
器刺激による治療抵抗性高血圧患者に対する治療が行わ
れた（The Rheos Pivotal Trial）［47］。有効性のエンド
ポイントのひとつであるレスポンダーの率が厳密に設定
された対照群と比べ達成できなかったため、さらなる検
討が行われることになった。このため、次世代のデバイ
スが既に開発され新たな臨床試験が進行している（the 
Barostim neo trial）［48］。このデバイスによる降圧機

序は、動脈圧受容器から脳幹部 NTS から RVLM の興
奮性を反射性に抑制することによる。腎神経アブレー
ション術との大きな違いとして動脈圧受容器刺激は交感
神経抑制のみならず副交感神経刺激による心拍数低下作
用を有することである。このことは腎神経アブレーショ
ン後、心拍数が高い患者群で特に有効性を示したことか
ら副交感神経系に対する効果の重要性を示唆する。

７．モキソニジンなど新しい中枢性交感神経抑制薬の作
　　用、高血圧における中枢性交感神経出力の重要性
　中枢性交感神経抑制薬はわが国では使用頻度が少な
い。早朝高血圧などでの有効性からその就寝前投与は推
奨されている。欧州やオーストラリアでは、従来の中枢
性交感神経抑制薬であるクロニジンなどのα２アゴニス
トと比べて RVLM におけるイミダゾリン -1 受容体に対
する作用が約 30 倍強く、中枢性副作用が少ないモキソ
ニジンやリルメニジンが使用されている［7］。これらの
薬剤は肥満を伴う高血圧患者に対して有効であることが
示されており、わが国でも使用できることが望ましい。
米国における重症心不全患者に対して高い容量設定で実
施された臨床試験で有効性が認められなかったため、米
国で使用できないままになっている。ちなみにその臨床
試験の実行委員会は、より少量から緩徐に増量するよう
プロトコールを改訂して続けるように勧めたにもかかわ
らず、スポンサーは断念してしまった［7］。今は常識と
なっている心不全におけるβ遮断薬使用についても、き
わめて少量から増量していくことが常識であることを考
えても、無理なプロトコールであったわけであり、その
後の展開につなげることができなかったことは非常に残
念なことである。先に述べたように欧州やオーストラリ
アでは高血圧患者に継続して使用されており、その有用
性は認識されている。我々は高血圧性心不全として使用
されるようになった Dahl 食塩負荷高血圧ラットを用い
て、脳室内へモキソニジンを投与する実験を行った。確
かに中枢性交感神経出力は抑制し、降圧はごく軽度であ
るにも関わらず予後の改善と心筋リモデリング進行を抑
制することができた［49］。この成績は、高血圧性心不
全における特に RVLM を中心とした中枢性交感神経抑
制の有効性を示唆するものであり、圧受容器反射刺激治
療や腎神経アブレーションなどが心不全で有効性を示す
かについて期待を寄せるものである［10,50］。

８．おわりに
　実は交感神経系は静脈にも多く分布している［12］。
しかも細い部分に多く分布している。静脈は動脈と違い
血管容量を蓄える役割がある。したがって、静脈に対す
る交感神経系の効果は血管内容量を規定する役割があ
る。つまり、細動脈に対すると同様に血管抵抗をあげる
とともに細静脈の収縮によって血管系のコンプライアン
スが減り平均体循環圧と静脈還流が増えることになる。
この意味からも交感神経活性化による血圧上昇では、腎
機能とは別に体液量と血管抵抗両者に対する大きな影響
がでてくることになる。おそらく、ここでの調節異常は
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血管内有効体液量調節に影響するため、高齢者で認めら
れる臥位高血圧、起立性低血圧の病態に関わってくるも
のと思われる。
　加齢とともに血圧は上昇し、高血圧者数は増加する。
食塩摂取過剰・肥満・ストレスなどの環境要因は、老化
促進因子となるとともに交感神経活性化・圧受容器反射
機能低下と相まって心血管病の標的となる臓器障害を進
行させる。本稿では加齢と高血圧に関する話題として脳
内アンジオテンシン系活性化による酸化ストレス増大が
交感神経活性化を生じて、メタボリックシンドローム、
心不全における交感神経活性化ひいては予後を規定する
可能性について、我々の研究内容を紹介した（図３）。
また、圧負荷心肥大における食塩感受性獲得機構を介し
た交感神経活性化がもたらす心不全の進行について新た
な概念として提示した。しかし、まだまだ不明な点が多
く、この興味深く臨床的にも重要な課題について、新た
なアプローチによって今後研究が展開することが期待さ
れる。世界では、自律神経系を修飾する循環器疾患治療
法が臨床試験として進んでいる。基礎研究へフィード
バックしながら理解を深めて適切な治療法の開発を進め
ていくことが肝要であると考える。
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Aging and hypertension, cardiovascular autonomic dysregulation

 Yoshitaka Hirooka, M.D., Ph.D.
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Kyushu University Graduate School of Medical Sciences

   Hypertension increases with aging but also accelerates senescence associated with other 
environmental factors. Baroreflex control of blood pressure is the major neural system of 
blood pressure control. Recently, the role of activation of the sympathetic nervous system 
is considered to be important as previously thought in hypertension, which is the long-
term blood pressure control abnormality. Not only renal renin-angiotensin system, but also 
sympathetic nervous system is involved in the pathogenesis of hypertension. We found that 
brain oxidative stress enhances central sympathetic outflow. This is also true in metabolic 
syndrome and heart failure. In addition, recent development of autonomic modulation 
treatment, such as renal denervation and baroreflex activation therapy in the clinical setting 
is receiving a lot of attention with expectation.


