
シリーズの第1，2回では，血液粘度のズリ速

度依存性とその基盤ならびに血行力学の基礎につ

いて，赤血球のレオロジーを中心に，その臨床医

学上の重要性を含めて述べた．本シリーズの最終

回では，そのような血液レオロジーが血液の微小

循環動態にどのように反映されているのか，また，

血液循環の重要な役割である酸素の輸送にどのよ

うな関わりを持つのか，解説する．

12．赤血球の微小循環

動脈血圧は抵抗血管である細動脈以降において

急激に低下する．これにともなって，大動脈から

細動脈にかけての心臓周期と同調した拍動流は，

微小血管領域ではほぼ連続流に変わる．この微小

循環領域の循環抵抗には，血管の幾何学的構築状

態（血管の径，彎曲，分岐など），血管壁の粘弾

性，血管の収縮状態，そして血液のレオロジー的

性質が関係している．血管径が小さいだけに，特

に病的状態では，白血球や血小板の挙動も無視は

できない．先ず，赤血球のレオロジー的性質と関

連づけて，微小循環領域における赤血球の流動挙

動とその特徴について述べる．

（1）圧-流量関係

生体の微小血管内における圧力（血圧）と流量

（血流量）との関係は，血管の構造と各血液成分

の流動挙動に依存している．現在，微小血管領域

における圧-流量関係を調べる目的で，微小血管

内の圧，各血液成分の量や流速などの定量的な測

定にあたってマイクロレベルの精巧な技術が開発

されている．

微小血管の上流部分と下流部分の圧の変化（Δ

P）と血流量（Q）を測定すれば，オームOhmの

法則にもとづいて，微小血管の流動抵抗（R）を

式

流動抵抗（R）＝圧力変化（ΔP）／血流量（Q）

で求めることができる．この式はPoiseuilleの法

則そのものであり，近似的に利用される．

（2）赤血球の流動分布

管径300 μm以下の微小血管領域では，赤血球

の直径が血管径に対して有意な大きさになるの

で，赤血球の流動挙動が議論の対象になってくる．

赤血球の流れは，血管の径が小さくなるにつれて，

多層流，二層流，そして単層流へと変化する（図

22）．また，個々の微小血管内ならびに微小血管

網内の赤血球の流れは均質ではないので，その流
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図22．微小血管網内の各種の赤血球の流動挙動
多層流，二層流，単層流，血漿層の形成，血漿分離
など微小血管網にみられる多様な赤血球の流動挙動
を模式的に示す．



れの状態によって流動抵抗も変化する．

血管内の壁近傍から管軸に向けてのズリ速度

（したがって，ズリ応力）の違いによって血管壁

近くを流れる赤血球は，回転運動“tank-tread”

motionをしながら流れの速い血管の中心部へと

移動する．この現象を赤血球の軸集中axial accu-

mulationという（図23）．この結果，流速の遅い

血管壁に沿って血漿のみが流れる数μmの薄層が

形成される．この層を血漿層plasma（cell-free）

layerという．この血漿層は，赤血球と血管内皮

細胞との摩擦（循環抵抗）を減らして，血液の流

れを円滑にしている．

（3）血漿層

血管壁と赤血球流との隙間に形成される血漿層

の厚みが増すと，この微小血管内における見かけ

の血液粘度は低下するので，循環抵抗は小さくな

る．赤血球が多層流で流れている状態の微小血管

内で血漿層の形成に影響する要因を列挙する．

1）物理的要因

①血管径：管内径が増すと，血漿層の厚みは増

加する．10-20 μmの微小血管で管内径に対する

血漿層の厚みの比率は最大になる．

②血流速度：流速の増加は赤血球膜の回転運動

を加速して軸集中を促すので，血漿層の厚みは増

大する．ヘマトクリットが低下すると，より効果

的に発現する．

2）レオロジー的要因

①ヘマトクリット：ヘマトクリットが低下する

と，赤血球同士の衝突が減るので軸集中が促進さ

れて血漿層は厚くなり，流動抵抗は小さくなる．

②赤血球の変形能：赤血球の変形能が低下する

と，赤血球膜の回転運動が起こりにくいので軸集

中が妨げられ，また赤血球同士も衝突し合って流

れに適応できないので，血漿層の形成は貧弱にな

り（図26参照），流動抵抗も増大する．

③赤血球の集合：赤血球集合が促進されると，

赤血球の軸集中によって管軸部分での集合が一層

加速されて，血漿層が厚くなる（図28参照）．こ

の血漿層の増大によって少なくとも局所の循環抵

抗の増大は緩和される．

管径が10 μm以下の微小血管領域では，赤血

球の流れが二層流あるいは単層流となるので，血

漿層の形成には，ヘマトクリットの影響が見られ

なくなり，赤血球の変形が重要になる．血漿層は

変形して流れている赤血球と管壁との間に形成さ

れるので，流速が増すと赤血球の変形が促されて，

血漿層は厚くなる．したがって，赤血球変形能が

低下すると，血漿層は薄くなって流動抵抗が増大

する．

一方，血管内皮細胞の表面には，厚さ約0.5 μ

mの糖タンパク質（糖衣glycocalyx）の層が存在

するために平滑な管に比べて流動抵抗は約3倍増

大していると言われる．反面，この糖衣の層は赤

血球に加わる外力から赤血球を保護する上で重要

な役割を果たしている．したがって，微小血管内

における血液の流動抵抗には，赤血球の流動挙動

だけでなく，血管内皮の微細な構築状態も加わっ

て複雑に構成されている．

（4）ファーレウス効果

赤血球の軸集中現象の結果，管軸付近に流れる

赤血球は管壁近くを流れる血漿に比べて流速が速

いことになる．この赤血球と血漿の流速の差によ
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図23．微小血管内における赤血球の軸集中現象
管の中心軸側と管壁側のズリ速度の違いによって赤
血球は回転し，管壁側から管中心軸へと移動する．
Goldsmith HL & Marlow J: Flow behaviour of
erythrocytes. I. Rotation and deformation in dilute
suspensions. Proc R Soc Lond B 182 : 351―384, 1972.
より改変して引用．



って微小血管内のヘマトクリットは太い血管内の

ヘマトクリットに比べて低くなる（図24上）．こ

の現象をファーレウスFahraeus効果という．こ

れは，同図の挿入図に示すような実験系において，

細管内に同量の赤血球と血漿が入り込んでも，赤

血球は血漿に比べて細管内を速く通過してしまう

ので，細管内に留まっている赤血球の量が少なく，

ゆっくりと流れる血漿の量が増えるためである．

この現象は内径300 μm以下の微小血管領域で始

まり，内径10-20 μmでヘマトクリットは最も小

さくなる．このFahraeus効果によって体ヘマト

クリットbody hematocritは静脈ヘマトクリット

venous hematocritよりも低くなるわけである．

Fahraeus効果は，図24（上）の挿入図におい

ては，HT<HD（あるいはHT/HD<1）と表現さ

れる．HT<HFと表現しない理由は，「（6）赤血

球排除と血漿分離」の項目を読んで頂ければ理解

できる．Fahraeus効果に影響する要因は，血漿

層の形成に影響する要因と同じであり，①管径が

小さくなると，HT/HDは減少する，②HFが低

下すると，HT/HDは減少する，③流速が減少す

ると，HT/HDは増加する．

管径が15-20 μm以下になると，赤血球の流れ

が二層流，単層流へと変化するので，赤血球と血

漿との流速の差がなくなって管内に赤血球の占め

る比率が増し，ヘマトクリットは再び増加する

（図24上）．この現象をFahraeus効果の逆転とい

う．管径が6μm以下になると，赤血球変形が最

大となり，HT/HDは流速やヘマトクリットに依

存しなくなる．

（5）ファーレウス・リンドキスト効果

Fahraeus効果によって微小血管内のヘマトク

リットが低下すると，血液粘度も低下する（図

24下）．この現象をファーレウス・リンドキスト

Fahraeus-Lindqvist効果という．Fahraeus効果

の逆転は約20 μm径の微小血管で起こるが（図

24上），微小血管内では赤血球が複雑な挙動をと

るために，Fahraeus-Lindqvist効果は管径が5-7

μm以下で逆転して粘度は再び増加する（図24

下）．

（6）赤血球排除と血漿分離

図24に示すような実験系で細管の径が約30μm

以下になってくると，時に赤血球がスムースに細

管内に入らなくなる．この現象を赤血球排除cell

s c r e e n i n g という．その結果，HD<H F

（HD/HF<1）となる．この現象は太い微小血管

から細い微小血管が分岐している部位でおこる．

したがって，微小血管内のヘマトクリットが低下

すると言っても，Fahraeus効果（HT<HD）と

赤血球排除の現象（HD<HF）は区別しなければ

ならない．この赤血球排除効果によって微小血管

網における赤血球と血漿の分布は一層不均質にな

る．
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図24．Fahraeus効果とFahraeus-Lindqvist効果なら
びに逆転現象
各種内径の細管を用いて行われた多数の研究者の
デ ー タ を 総 括 し て い る ． H F （ f e e d i n g
hematocrit）：血液（赤血球浮遊液）の貯蔵槽内の
ヘマトクリット；HT（tube hematocrit）：細管内
を流れる血液のヘマトクリット；HD（discharge
hematocrit）：細管を出た後のヘマトクリット．
Chien S, Usami S & Skalak R: Blood flow in small
tubes. In: Handbook of Physiology, Section 2: The
Cardiovascular System, Vol. IV. Microcirculation
(EM Renkin, CC Michel, eds), pp.217―249, Am
Physiol Soc, Bethesda, 1984. より改変して引用．



この現象は微小血管の分岐の状態とその近傍で

の血液の流れによって説明できる．血漿は管壁に

沿って流れているために，管の分岐部では，血漿

が優先的に細い分岐管の中に流れ込んでしまう．

この現象を血漿分離 plasma skimmingという．

結果的に，赤血球は排除される．特に，管径が赤

血球のサイズに近くなると，赤血球が血漿の流れ

に乗らないで排除されやすくなる．ただ，これら

の現象は生体の微小血管網では，固定されたもの

ではなく，血管運動で流れの状態が変化したり，

周辺組織の動きで血管の位置関係が変化すると，

今まで赤血球が流れていなかった血管に赤血球が

流れるようになる．組織への酸素の供給の観点か

ら，赤血球の流れている血管を機能毛細血管

functional capillariesといい，血漿のみが流れて

いる血管を非機能毛細血管non-functional capil-

lariesという．

（7）微小血管網で起こるファーレウス効果

微小血管網では，その複雑な血管分岐の状態と

分岐血管毎の流速の差によってヘマトクリットは

さらに変化する．

1）Vessel Fahraeus効果

個々の微小血管内においては，赤血球と血漿の

流速差によってFahraeus効果が発現する．最近，

この現象をvessel Fahraeus効果と呼んでいる

（図25上）．この効果は，ヘマトクリットが低下

すると，より顕著に発現する．

2）Network Fahraeus効果

微小血管網では，血管が次々と分岐し，赤血球

と血漿は各分岐血管に分配される．この分岐血管

の管径が同じでも流速に差があるとき，赤血球は

流速の速い微小血管の方に流れ込みやすい．その

結果，流速の速い血管側のヘマトクリットは高く

なるが，流速の遅い血管側のヘマトクリットは一

層低下する．この現象をnetwork Fahraeus効果

という（図25下）．この効果は血管の分岐部を通

過しながら末梢へ行くほど顕著になる．この現象

は赤血球の変形能とも密接に関係し，流速が速く

なると，赤血球の変形が促進されるので，赤血球

の排除は弱められ，流速が低下すると，赤血球は

排除されやすくなる．

（8）赤血球の変形・集合と微小循環

1）赤血球変形能の影響

正常な赤血球は変形することによって流動抵抗

を下げ，また2.7-2.8μm程度の毛細血管まで通過

できる．したがって，赤血球の変形能低下の微小

循環に対する影響は，比較的太い血管では循環抵

抗の増加，比較的細い血管では目詰まりによって

評価できる．

①比較的太い微小血管（>15 μm）での赤血球

変形：赤血球の変形能が低下すると，軸集中を起

こしても，流れに順応できずに再び管壁の方へ反

発されるので血漿層の形成（Fahraeus効果の発

現）が貧弱になり，赤血球は血管壁に衝突しなが

ら，また，赤血球同士も衝突しながら流れるので，

循環抵抗が増大する（図26）．したがって，変形

能の低下した赤血球では，血液粘度の増加と流動

挙動の変化とが相まって組織への血流量を減ら

す．流速が減れば，非Newton流体である血液の

粘度が増し，ますます血流量が減少する．

生体では，循環状態が悪化すると，組織の低酸

素状態に反応して毛細血管を動員し，組織への血
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図25．微小血管網におけるFahraeus効果
Vessel Fahraeus効果：流速の速い赤血球と遅い血漿
の流速差によって微小血管内のヘマトクリットが低
下する現象；Network Fahraeus効果：血管の分岐部
において，赤血球は流速の速い微小血管に流れ込み
やすいために流速の遅い血管側のヘマトクリットが
低下する現象．Pries AR, Ley K & Gaehtgens P:
Generalization of the Fahraeus principle for
microvessel network. Am J Physiol 251 : H1324―
H1332, 1986. より転写・改変して引用．



流量を増加させる．しかし，毛細血管が動員され

ても，変形能の低下した硬い赤血球はうまく侵入

できずに排除されて，この生理的な反応に適切に

応えられない．流速が低下すれば，ますます赤血

球は排除されやすくなり（network Fahraeus 効

果），微小血管網内の赤血球の分布はますます不

均質になる．

②比較的細い微小血管（<15 μm）での赤血球

変形：赤血球が単層流として流れる細い血管内で

は，特に毛細血管内では，赤血球にかかるズリ応

力が不均質であるために極めて多様な赤血球の変

形が観察される（図27）．変形能のよい赤血球は

比較的太い血管内でも変形を起こすが，硬い赤血

球では，血管が細くなって，大きいズリ応力が加

わらないと変形しない．また，変形しにくい赤血

球の場合には，血漿層が薄くなって流動抵抗が増

大する．硬い赤血球は肺，脾臓，肝臓，骨髄の微

小血管に詰まりやすいが，心臓，脳，腎臓の微小
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図26．微小血管内の正常な赤血球と硬い赤血球の流れ
正常な赤血球（左）では，明瞭な軸集中と血漿層の形成が認められるが，
変形能の低下した硬い赤血球（右）は血管壁にぶつかりながら流れている．
Tateishi N, Suzuki Y, Soutani M & Maeda N: Flow dynamics of
erythrocytes in microvessels of isolated rabbit mesentery: Cell-free layer
and flow resistance. J Biomech 27 : 1119―1125, 1994. 参照．

図27．内径15μm以下の微小血管内における赤血球の変形のスキーム



血管には比較的詰まりにくいとされている．

2）赤血球集合の影響

赤血球集合は血漿中に存在する高分子物質によ

って引き起こされるので，赤血球集合自身と血漿

粘度の増加の両方によって血液の粘度が増加し，

微小循環障害によるさまざまな臓器の機能障害を

引き起こす．

①細動脈領域での赤血球集合：細動脈領域の血

管では，病的に形成された赤血球集合体はズリ速

度の小さい血管の中心軸部分を索状物となって流

れ，血漿層は拡大している（図28）．したがって，

血管内での赤血球の流速パターンは均一化されて

中心軸部分で平坦化している（本シリーズ第1回

の流速プロフィルを求める一般公式でK>2とな

る）．赤血球集合が亢進すると，Fahraeus効果の

発現は一層顕著になるとともに，微小血管の分岐

部では，赤血球集合体としての排除が起こり，微

小血管網内の赤血球分布は不均質となる．

②毛細血管領域での赤血球集合：赤血球集合が

促進されると，毛細血管内を赤血球同士が接着し

て数珠つなぎとなって流れ，渋滞する．この現象

を泥流sludgeという．時に，強いズリ応力がか

かると，集合体は断片化するので，血管分岐部で

の排除効果が加わって，微小血管網内での赤血球

の流れは不均質かつ不連続になる．

③細静脈領域での赤血球集合：流速の低下した

静脈系，特に低いズリ速度（<5 s － 1）の細静脈領

域においては，微小血管の走行が局所の循環抵抗

を左右する．重力に対して垂直方向に走る血管で

は，赤血球の集合物が血管の中心軸に形成され，

血管壁に沿って厚い血漿層ができるので流動抵抗

はむしろ低下することがある．しかし，重力に対

して水平方向に走る血管では，形成された赤血球

集合物は血管の底部に沈殿して流れを妨げ，流動

抵抗を増大させる．このような循環抵抗の増大を

解消するために高ズリ応力が作用すると，代償性

に血管が拡張したり，他の血管が代償して血流を

維持することがある．いずれにしても，病的な集

合体形成の促進は循環障害の悪循環を招く．赤血

球集合の状態は低ズリ速度に曝露されている時間

に依存しているので，病的でない限りにおいて，

運動など筋ポンプ作用によって物理的に循環を良

くすることが重要である．

13．白血球の微小循環

白血球は，数は少ないが，赤血球に比べてサイ
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図28．微小血管内の正常な赤血球（左）と赤血球集合塊（右）の流れ
正常な赤血球では，バラバラに流れているが，集合体形成が促進されると，
赤血球はズリ速度の小さい中心軸部分に集まって，索状物となって流れ，
血漿層は著しく拡大する．Soutani M, Suzuki Y, Tateishi N & Maeda N:
Quantitative evaluation of flow dynamics of erythrocytes in microvessels:
influence of erythrocyte aggregation. Am J Physiol 268 : H1959―H1965,
1995. 参照．



ズが大きいために，微小循環領域では，時に赤血

球の流動の妨げになる．例えば，細い血管領域で

は，白血球が先頭を切って流れ，それに続いて赤

血球が連なって流れていることがある．このよう

な状態では，赤血球の流速は白血球の流速と同じ

になる．したがって，微小循環領域の局所循環抵

抗には，白血球の流動抵抗にこのような赤血球の

特異な流れが加わっている場合がある．

血管壁に沿ってゆっくりと流れている白血球が

時々観察される．これは白血球のローリングと呼

ばれる現象である．やがて，白血球は血管内皮細

胞の表面に停止して粘着する．このような状態の

白血球は血液の流れに抵抗を与える．白血球が内

皮細胞表面に粘着していても，接着した白血球と

血管壁のわずかな隙間をすり抜けて流れていく赤

血球もある．この場合には，赤血球の変形能が問

題になる．さらに，白血球が物理的あるいは化学

的刺激を受けて活性化されると，血管内皮細胞表

面でのローリング，粘着の現象が促進されて局所

の血液循環に大きな影響を与える．このような白

血球の粘着は，もっぱら細静脈領域で起こり，白

血球接着分子と内皮細胞における受容体との相互

作用が関係している．動脈硬化，糖尿病，炎症性

疾患では，内皮細胞上に接着分子VCAM-1（vas-

cular cell adhesion molecule-1）が異常に存在し

ている．関節リウマチや感染症では，細胞間可溶

性接着分子ICAM-1（intercellular adhesion mol-

ecule-1）あるいはVCAMが増加している．白血

球が活性化されると，白血球から放出されたフリ

ーラジカルやタンパク質分解酵素などによって赤

血球の変形能が障害されたり，内皮細胞が傷害を

受けて，血液の微小循環に複雑な影響を与える．

14．血小板の微小循環

血小板は赤血球に比べると，極めて小さいので，

正常に流れている限りにおいてレオロジー的に大

きな問題は生じない．微小血管内の血小板の流れ

で特徴的な現象は，大きな赤血球は軸集中によっ

て血管の中心軸付近を流れ，小さな血小板は血管

壁に沿って流れている点である．細動脈内の血小

板の分布をみると，壁近傍の血小板数が最も多く，

中心軸領域の約2倍弱流れている．このような血

小板の流れは極めて合目的的であり，血管壁が損

傷を受けたときに直ちに血管壁に粘着するという

特性を最大限活かしていると言える．

血小板の機能は止血hemostasisである．病的

には，出血bleedingと血栓thrombosisが問題に

なる．出血と血栓は，血液，血管および血流とい

う3つの基本的な要素，いわゆるVirchow’s triad，

の複雑な相互作用バランスの乱れから生じる．と

りわけ，血液の流れと血栓形成との関係は病的な

状態の微小循環を理解する上で重要である．血管

が損傷を受けたときに，血小板は血管内皮下組織

表面に粘着して血栓を形成し，止血を行うが，微

小血管では形成された血栓が血流を妨げ，時に血

管を閉塞する．血栓と血管壁との間隙を赤血球が

変形しながら流れている様子もみられる．血栓形

成は血流状態とも密接に関係するのでレオロジー

的観点から解説しておく．

1）動脈血栓と静脈血栓

低ズリ速度領域で形成される静脈血栓（low

shear aggregation）では，von Willebrand因子

（vWF）とfibrinogenが損傷血管壁と血小板を橋

渡しする．静脈血栓は比較的血小板の少ない赤色

血栓であり，ヘマトクリットが増加すると，赤血

球から凝集促進物質としてADPを放出するので

化学的に血栓形成が促進される．

一方，高ズリ速度領域で形成される動脈血栓

（high shear aggregation）では，もっぱらvWF

が血小板と内皮下組織との安定した橋渡しをす

る．動脈血栓は，血小板のみから形成される白色

血栓であり，ヘマトクリットが増加すると，物理

的にズリ応力が増して血栓形成が促進される．

2）高ズリ応力下における血小板凝集

動脈血栓形成と関連して，ズリ応力と血小板凝

集との関係は重要である．健常人の多血小板血漿

にズリ応力（＝血漿の粘度×ズリ速度）をかける

と，10-20 dynes/cm2程度で血小板凝集が始まる

が，非常に粗な凝集塊が形成されている．さらに，

ズリ応力を増すと，血小板の凝集塊は一旦解離す

るが，ズリ応力を90-100 dynes/cm2程度に増す

と，極めて密な凝集塊が形成される．図29に高
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ズリ速度下での血小板凝集の実験例を示す．

ズリ応力が血小板の凝集を引き起こすシグナル

伝達には，Caイオンが深く関与している．ズリ

応力が加わると，血小板内のCaイオンが約10倍

に増加し，これと同調して凝集が起こる．細胞外

のCaイオンをEDTAでキレートして除くと，

vWFが仲介する血小板内のCaイオンの増加と凝

集は完全に抑制されることが知られている．

3）高ズリ血栓形成の病態

動脈硬化においては，硬化病変（特に，粥腫の

破損部位）は血管損傷部位と類似の信号を出すた

めに血小板の粘着，凝集が促進され，病的に血管

は狭窄する．血管が狭くなると，狭窄部位の壁ズ

リ速度はますます増大して血栓形成を加速する．

臨床的には，止血を阻止するか，形成された血栓

を溶解する治療を行う．逆に，高ズリ応力による

血小板凝集が減弱する疾患として，血小板の膜タ

ンパク質に異常のある血小板無力症やBernard-

Soulier症候群，von Willebrand病などがある．

15．赤血球のレオロジーと酸素の輸送

赤血球のレオロジー的性質は微小循環過程にお

ける赤血球から組織への酸素の移動と密接に関係

している．

（1）組織への血流の調節

組織の微小血管網における赤血球の循環状態

は，組織の代謝活動の状態に応じて，適切にかつ

連続的に調節され，内部環境の変化にうまく順応

している．例えば，①酸素分圧が低下すれば，腎

臓からエリスロポエチンが分泌されて骨髄の赤血

球造血を刺激する．増量した赤血球は不足してい

た組織への酸素供給を補完する．②血管壁への応

力の増加や酸素分圧の低下は血管を拡張させて血

流量を増す．③赤血球に機械的な刺激が加わった

り，赤血球内の酸素含量が低下すると，ATPを

放出して血管内皮細胞でのNO合成を促し，生成

されたNOが血管を拡張させて血流量を増加させ

る．したがって，組織への酸素供給を目的とした

血液の循環は血液自身の流動挙動に加えて血管側

の反応によって適切に達成される．逆に，糖尿病

でアテローム性動脈硬化症が進行したような場合

には，病態自身が血管壁の弾性を変化させるだけ

でなく，血液側の病的変化，すなわち赤血球変形

能の低下や赤血球集合体形成の促進によって赤血

球の流動挙動を変化させて血液の循環に相乗的な

悪影響を及ぼすことになる．

（2）赤血球量と組織への酸素輸送量

血液レオロジー的観点から，赤血球量と組織へ

の酸素輸送量との関係を考えてみる．単位時間あ

たりの組織への酸素輸送量（Q（O2））は血流量

（Q）と動脈血中の酸素含量（CA（O2））の積で表

現できるので，

Q（O2）＝CA（O2）×Q

となる．この式で，CA（O2）はヘマトクリット

（Ht）（あるいは赤血球量）に比例する．一方，Q

はポアズイユの法則にもとづいて血液粘度（η）

に逆比例するので，Q（O2）は

Q（O2）＝k×Ht×（1/η）

と表現される（kは定数）．

この式はHtが増加すれば，ηが増加するので

必ずしもQ（O2）は増加しないことを示している．

したがって，赤血球量が増えても組織への酸素輸
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図29．ズリ速度に依存した血小板の凝集
円錐平板型粘度計を用いた多血小板血漿中での血小
板凝集の透光量の変化による測定．5,400 s － 1のズリ
速度では血小板の凝集は見られないが，ズリ速度を
増すと，ズリ速度に依存した血小板の凝集が始まる．
血小板が活性化されると，より低いズリ速度で凝集
が始まる．Goto S, Ikeda Y, Saldivar E & Ruggeri
ZM: Direct mechanisms of platelet aggregation as a
consequences of different shearing flow conditions. J
Clin Invest 101 : 479―486, 1998．より転写・改変し
て引用．



送量が増えるとは限らない．正常な血液の場合に

は，酸素輸送量はヘマトクリットが30-50％で最

大となる．病的に赤血球の変形能が低下したり，

赤血球の集合体形成が促進されて血液粘度が上昇

することがあれば，Htが正常であってもηが増加

するのでQ（O2）は減少し，その最大値はHtの

低値の方に移動する．貧血に対する輸血や赤血球

の増量も，適切に行わないと逆効果になる．

運動に関わる競技者への血液の人工的増量，い

わゆる血液ドーピングが増力効果を発揮するとの

ことで1976年のモントリオール・オリンピック

以来問題になっている．赤血球を増量する種々の

方法があるが，高地などで適切に訓練すればとも

かく，ヒトの心臓はこのような粘稠な血液を駆出

できるようにデザインされていないし，血液粘度

の上昇による循環系への副作用の方が危険であ

る．

（2）微小血管内の赤血球流動と組織への酸素

の移動

微小血管網における血液から組織への酸素の移

動は，毛細血管で最大である．最近の知見では，

20-30μm程度の細動脈や細静脈の領域でも有意

な酸素の移動（拡散）が起こることが知られてい

る．すなわち，微小血管のネットワーク内で細動

脈から放出された酸素が再び細静脈に回収される

など，細動脈-毛細血管-細静脈相互間の複雑な酸

素の移動によって組織は均質に酸素化される（図

30）．したがって，毛細血管から細動脈，細静脈

領域における赤血球の流動挙動は組織呼吸を理解

する上で重要である．

1）赤血球変形能の影響

流れの中での赤血球の受動的変形は，赤血球の

内部を攪拌して酸素の放出を促進させるととも

に，赤血球を取り巻く血漿をよく攪拌するので酸

素の拡散には極めて効果的である．この意味で，

毛細血管領域での赤血球変形は酸素の放出に重要

である．毛細血管の径が赤血球の径よりも小さい

理由がこのあたりにあるのかも知れない．したが

って，赤血球の変形能が低下すると，赤血球から

の酸素放出，特に拡散の過程が障害される．赤血

球の変形障害は循環と酸素の拡散の両面から組織

への酸素供給量を減少させることになる．

2）赤血球集合の影響

赤血球集合は循環障害だけでなく，集合体自身

が1つの酸素供給単位として挙動するので，その

内部からの酸素の拡散が大きく障害され，組織の

酸素化が妨げられる．この現象は，特に細動脈や

細静脈領域での酸素の移動において問題になる．

酸素透過性のある微小流路を用いてこのことを

示した実験例を紹介する（図31）．高分子のデキ

ストランを用いて赤血球集合を起こすと，微小流

路内では赤血球流径の縮小（したがって，血漿層

の増大）とともに赤血球からの酸素放出は抑制さ

れる．その理由は，①集合体内部からの拡散距離

が延長する，②集合体の容積に対する表面積が単

一の赤血球に比べて著しく減少する，③集合体あ

るいは集合体を構成する個々の赤血球の変形が抑

制されて内部攪拌による酸素放出促進効果が低下

する，④集合体内部に包埋された血漿や集合体周

囲の血漿は攪拌されにくいので酸素の拡散が妨げ

られる点にある．このような現象は，生体の微小

循環領域において，血漿中に高分子物質の増量し

ている状態では，低酸素症の一因として十分に考

慮する必要がある．
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図30．微小血管網内での酸素の移動と組織の均質な
酸素化
組織は赤血球の循環と細動脈-毛細血管-細静脈間の
複雑な酸素の拡散によって均質に酸素化される．
Pittman RN: Diffusive interactions among
arterioles, capillaries, and venules for tissue
oxygenation. Microcirculation 2 : 1―18, 1995. より
転写・改変して引用．



おわりに

本教育講座では，血液のレオロジーについて，

特に赤血球のレオロジーを中心に，血液循環の生

理機能と関連づけながら解説した．血液のレオロ

ジー的性質は血液の粘度，そして個々の血液成分

の血管内での流動挙動の変化を通して血液の循環

に大きな影響を与える．このことは，取りも直さ

ず各臓器の機能障害に直結している．とりわけ臓

器にとっては酸素の供給不足が問題になる．循環

障害に起因する低酸素状態の本質を捉えるために

は，血液の成分，血液の粘度，血液の流れ，血管

系の状態，酸素放出の状態，生理的調節機構にい

たる過程を総合的に検討する必要がある．血液の

レオロジーは，古くから研究されてきた学問であ

るが，その生理学的重要性とあらゆる領域の臨床

医学の最も底辺に横たわる内容を持つので今なお

新しい学問である所以である．
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図31．赤血球集合の促進と赤血球集合体からの酸素
放出の抑制
赤血球の集合による赤血球流柱径の縮小（血漿層
の増厚）と赤血球が脱酸素化される状態とは良く
相関している．内径25μmの酸素透過性のある微
小流路に赤血球集合を促すためにDextran T-70
（平均分子量70,400）を添加した赤血球浮遊液を還
流し，流路の周囲を脱酸素化することで流れてい
る赤血球から酸素を放出させた実験を示している．
ある距離（この実験では100 mm）を流れた時点で
赤血球の酸素飽和度が高く維持されていることは
酸素が十分に放出されていないことを示している．
Tateishi N, Suzuki Y, Cicha I & Maeda N: O2
release from erythrocytes flowing in a narrow O2-
permeable tube: effects of erythrocyte aggrega-
tion. Am J Physiol 281 : H448―H456, 2001. より改
変して引用．


