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緒 言

細小血管,特 に細静脈壁か らの一種 の出血現象 で

あ る漏 出性 出血(diapedesis)の 発生機序 に関 し

ては,今 なお不 明な点が多い。 なかで も赤血球 が細

小血管壁 を通過 す る際に血管壁 を構成す る内皮細胞

層,基 底膜層,さ らには傍細胞層(pericyte)を ど

のよ うに通 り抜 け るのか解 っていない。物質代謝 が

行なわれるよ うに赤血球 が血管壁の細胞質内 を通 っ

て血管外 に出るのか,そ れ と も電 子顕微鏡 による観

察 では赤血球 が通過 し得 るほ どの間隙が認め られて

いない細胞 と細胞 との間を通過 す るのか不明であ る.

また漏出性 出血 を発生 させ る主 な因子は,血 液成

分側 にあるのか,血 管壁側 にあ るのか、あ るいは こ

の両方 にあるのか とい う点 も不 明であ る.

さらに漏出性 出血 と破綻性 出血 とい う二つの出血

現象 は,ど の よ うな関係 にあ りまた どの点 で区別 さ

れ るの かという問題 も解決 されてはいない.

これ らの問題点 を少 しで も解 明する手 がか りを得

るため,細 小血管系 にお ける漏 出性 出血 を高速度 カ

メラを用いて記録,分 析 した.

血球 成分,な かで も赤血球の血管外へ遊 出す る過

程 を形態学 的 に動的 に観察,記 録 した試 みは珍 らし

く,高 速 度 カメラを用いて漏 出性 出血 の出血現 象を

記録 した例 告例は未 だ見 られ ない.

実験 目的

すでに電 子顕 微鏡 を用いて漏出性出血 を観察 した

報告 は見 られ るが,こ れは あ くまで も漏 出性出血現

象の一時期 を促 らえた もので あ り,し か も材料 を固

定後,観 察 した ものであ るため,出 血時の血球 ある

いは血管壁細胞 の形態 的変化 を十分 に再現 し得 ない

点 もある.

小 出血斑 を形成 しつ ゝあ る漏出性出血 を光学顕微

鏡下 に観察す ると血 管壁 か ら出て行 く赤血球の速度

は非 常 に早 く,と て も普通 の方 法では赤血球 の動 き

を追 跡出来ない.ま た血管 壁の細部構造 を明 らかに

見 るため顕 微鏡の倍 率を大 にす れば,赤 血球 の動 き

はそれに比例 して速 く見 えるよ うになる.

このよ うな問題点 を解決す るために高 速度 カメ ラ

を光学顕微鏡 に取 りつ け,漏 出性 出血発生時の赤血

球の形態的変化,赤 血球の血管壁通過時間 および速

度,さ らに血管壁 出血部位の状態な どを調べた.

立体的現象 を,平 面的な映画撮影 とい う手段 で,

しか も焦 点深度の非常に浅い高倍 率 レンズを通 して

記録 した ゝめ,不 明瞭な点 も残 った ことは残念 で あ

るが,興 味深 い事実 も明 らか にされ た.

実験方法

実験動物は体重2～3kgの 成熟家兎 を使 用 した.

体重1kgあ た り30mgの ネ ンブタールを耳 静脈よ り静

注 して家兎 を麻酔 した後,腹 部 を広 く剃毛 し上腹 部

中央 に2～3cmの 縦切 開を加 えて開腹 した。小腸 間

膜を腹 腔よ りていねいに引 き出 し観察台 の上 に伸展

固定 し,露 出腸管には37℃ の生理的食塩水 を滴下 し

て外気 よ り受ける影響 を少 な くした.

またヘパ リンによ る出血作用 を調べ るため10頭 の

家兎 には耳静脈 よ り体重1kgあ た り10mgの ヘパ リン

を静 注 した.

光学顕微 鏡 はオ リンパスFFETR-1型 を使用 し

た.対 物 レンズは100倍 の もの を水浸 にして使用 し

た.

照明方 法はKOHLER法 およ び一 部 で偏 斜 照明

法 を行 なった.

光源 は光 度 が強 く発 熱 の少 ないXenonラ ンプ

(出力1KW)を 使用 した.

カメ ラはHycam K2001型 を使用 した.

フィルムはANSCOCHROME, Type 2330 (ASA

200, dayligth, ASA 500, daylight) EASTMAN

 4X Type 7224 (ASA 800, negative)を 使用 した.
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以上の装置 を図1よ うにセ ッ トして使用 した.

図1

また35mmス ライ ドフィル ムを用いて適時漏 出性 出

血 の撮影 を行 な った.

実験成績

1. 漏出性 出血発生 の方 法

体重1kgあ た り10mgの ヘパ リンを注入 した家兎群

で2時 間にわた り観察 した結果,腹 腔外腸間膜 に小

出血斑 を認 めた.し か し腹腔内腸間膜 には全例 と も

出血斑 を認 めなか った.

対照群 で も,腹 腔外腸間膜に小出血斑 を全例 に認

めたが,腹 腔 内腸 間膜には全例 と も出血斑 を見 出し

得なか った.

2. 漏出性 出血 の発生部 位

最 も多 く発生す る部位 は細静脈領域で ある.極 め

てまれには毛細血管 領域 に も発 生す る.細 動脈領域

には漏 出性 出血 は発生 しない.

3. 血流 中の赤血球 の態 度 (写真1～8,お よ

び図2, 3参 照)

内径約20ミ ク ロ ンの細 静 脈 内血 流 を1秒 間に約

2200コ マの速度 で撮影 した映画 フ ィル ム(フ ィルム

の長 さは100ヤ ー ド,撮影時 間は約4秒 間)の 観察記

録 を次 に示す.

血流 は写真1～8の 右上方 よ り左下方 に向 か って

流れて いる.中 心部 を流 れ る赤血球 の速度は1秒 間

に110ミ クロンであ る。血流 中の赤血球 は変形 しなが

ら流れて いる。 また辺縁 を流れ る赤血球 には回転運

動 をして いる もの もある.

左上方の血管外 にはす でに多数 の赤血球 が出血 し

てい る.

4. 赤血球の漏出

出血孔側の血管辺縁 を流 れる赤血球 の うちの1個

は,出 血孔上流 に さしか ゝる と進路 をや ゝ外側(出

血孔寄 り)に 変 える(写 真2).次 に赤血 球体の一

部が外側に向 け少 し突出 したよ うに変形 す ると同時

にその部が血管壁(厚 さ3～4ミ ク ロン)に癒着 し,

この赤血球 の下方への動 きは停止す る(写 真3).

赤血球 は血漿 流に よ り押 され血管壁 に癒 着 した部 を

支点に して扁平な水滴状 を呈す る(写 真4).さ ら

に この赤血球 は円板状にな り(写 真5),形 が小 さ

くな るにつれ球 形に変化す る(写 真6, 7).赤 血

球 が血 管壁に癒着後100分 の4.7な い し100分 の31.6

秒経過 した時,こ の赤血球 は血管外腔 に1秒 間5mm

～7mmと い う速度で飛び出すよ うに出て行 く.こ の

速度 は細 静脈内の血 流速度, 1秒 間110ミ ク ロンに

比べれば非常 に速 い値 であ る.赤 血球 が血管壁 か ら

飛び出す時の方 向は血 管壁 に対 して垂直方向 である.

また赤血球 は一 定の孔 か ら1個 ず つ出て行 く.

5. 赤血球 が血管壁 を通過 す る際の時間的経過

この フィル ムに記録 された合計10個 の赤血球 が出

血孔 に癒 着 してか ら血管外 に出 るまでの時間(A),

および前 の赤血球 が血管外 に出た時 か ら次の赤血球

が血管 壁に癒着 す るまでの時 間(B)と を表1に 示す.

表1

※ 単位 は100分 の1秒

この表 か らもわか るよ うに時 間的なば らつ きの範

囲 が広 い ことは赤血球 が常 に一定 の リズ ムで出 てい

るのではない ことを示す.

6. 血管壁 と赤血球 との関係

血管壁 内皮細胞層上 のあ る部位 で赤血球 は吸 い寄

せ られ るよ うに停止す る.出 血 した10個 の赤血球全

部 が同 じ部位 か ら血管外腔 に向か って出て行 く.こ

のフ ィルムでは内皮細胞 間隙はは っき りして いない

が,あ る赤血球 が出血孔 に近 づいてか ら血管外腔 に

出るまでの形態 的変化,お よび血管 壁 との位置 的 関

係 を調べてみ ると,赤 血球 が接 してい る血 管壁の部

位 は不変 であ る。(図2お よび3に 分けて示す.)

また赤血球 の変形 が著 る しい ことがわか り血 管壁
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内の小 さな間隙を通 り抜 ける際 に赤血球 自体の変形

が大 いに役 立 ってい ることがわか る。

次に35mmカ メラで記録 した血 管壁 と赤血球 との関

係を写 真9に 示す.こ れ は1個 の赤血球 が丁度内皮

細胞層 を通 過 し,そ の一端 はまだ内皮細胞間隙 には

さま ってい る状態 を偏斜照 明法で写 した もの である

が,赤 血球 は内皮細胞層 の外側 か らお そ らく基底膜

層に よ りブロックされて いる ものであ ろう。

7. その他の血球 成分

Ⅰ) 白血球

この フ ィル ムで は白血球 が赤血球 に混 じて血管外

に出て いる状態 は認 め られない.

Ⅱ) 血小板

赤血 球が血管外 に出た直後に出血孔の方向 に流れ

ている1個 の血小板 が記 録 されてい るが,こ の血小

板が出血孔 またはそれよ り外に出 るところまでは確

認出来 ない.し か し出血孔 附近 に差 しか ゝって もそ

の速度,方 向 が変 わ らないため血管外 に流れ出 た可

能性 が強 い.

考 按

漏出性 出血 の定 義は現 在 まだ確立 されて いない.

天野1)に よれ ば微小循環系の うち特 に細静脈領域 に

発生す る出血現 象であ り,そ れ まで は毛細血管出血

であ ると考 えられていた ものが漏出性出血で あると

い っている。 しか しどの程度 までの出血が漏出性出

血 で,そ れ以 上出血 した ものが破綻性出血 と呼 ばれ

るのか,ま たは この両者の間に は質的 に異 る もの が

あるのか どうか不 明であ る.

漏 出性 出血発生 の原因について,土 屋等3)は 腸間

膜 を顕微鏡 ステー ジに露 出 して温度な どの外的刺戟

を加 えるだけで,小 出血斑 の形成がみ られ る と述べ

ている.著 者 の実験 で もヘパ リン投与の有無 にか ゝ

わ らず,腹 腔外 に露 出 した腸間膜のみ に小出血斑の

発生 を認 め,ヘ パ リンが出血 を発生 させ る直接的原

因 とはな らないで,む しろ局所腸 間膜 に加 わ る外 的,

物理的因子 が出血発生 の大 きな因子 であろ うと考 え

られ る.こ の現 象は臨床 上開腹手術時 に消化管 を腹

腔外 に,あ る時 間以上 放置 した場合 に小 出血 斑 を形

成す る事実 とよ く合致す る.

また漏出性 出血 が主に細静脈側 に発生 し,細 動脈

には発生 しない とい う事実は,こ の二つの血管系 の

組織学 的な相異を考慮すれ ば,外 的因 子に対 す る抵

抗 力 の差 によ る もの と も考 え られ る.

血 流中の赤血球 が変形 した り回転運動 を しなが ら

流れてい るとい う観察報告 は1962年BLOCH4)に よ

り発 表 されている。BRANEMARK等5)に よれば血

球成 分の うち,赤 血 球 が 最 も変 形 しやす い.ま た

PROTHERO等7)の 実験結果 では,人 や犬の赤血球 は

は直径3.0～5.0ミ クロンの小孔 を4cm水 柱以下の圧

を加 えるだ けで,溶 血す ることな く通過 出来 る.こ

れ ら赤血球 が非常 に変形 しやすい とい う事実は,著

者の実験結 果で も明 らかであ り,赤 血球 が血 管壁 を

通過 す る際には,な くてはならない重要 な性質である.

BRANEMARK6)は 人 の 微小血 行動態 を観察 し,

その中で赤血球 が薄 くて短 かい突起 を出 して内皮細

胞 と癒着 した後,漏 出性出血 を起す と述べてい るが,

この時 の赤血球 の変形 が 自動的 な ものか,他 動 的な

ものかは後 に も述べ るが問題 であ る。

赤血球 の血管壁通過時間が100分 の4.7秒 ないし100

分の31.6秒 でかな り短 か く,ま た赤血球 が血管壁 を

飛び出す速度 が1秒 間に5mm～7mmと 非常 にはやい

が,漏 出性 出血発現 の極 く初期か ら赤血球 がこのよ

うに早 い速度 で一気 に血管壁 を通 り抜 けるとは考 え

られない.教 室 の大本2)は 電子顕微鏡 で漏 出性 出血

の観察 を行 ない,赤 血球 の一部 が内皮細胞間隙 に陥

入 してい る状 態 を促 えて いる.し か し基底膜 を赤血

球 が通過 している状態 を電子顕微鏡で観察 した とい

う報告 は未 だみ られない.著者 の写 真9に おいて も,

赤血球 は内皮細胞層 を通過 したの ち,基 底膜層 によ

りブロ ックされてい る.赤 血球 は何 らの か方 法で,

さらに この基底膜層 を も通過 しな くて はな らない.

このため,す くな くとも漏出性 出血発生 の最初 の状

態 では,赤 血球 の血管壁通過 には,も っ と長 い時 間

が必要 と思 われる.こ の場合 に も赤血球 自体の変形

性 が重要 な役割 りを果 たす ことであろ う.

つ ぎに出血 する赤血球 が出血孔附近で,そ の進路

を出血 孔寄 りに変更す ると同時 に, RBANEMARK

も指摘 したよ うに赤血球 自体の変形がみ られ る.ま

た血管壁 か ら出て行 く赤血球の速度が1秒 間 に5mm

～7mmと 非常 にはやい.さ らに,血 小板の1個 はそ

の速度 をゆ るめ ることな く出血孔 に向か って流 れた.

この三点 を考 えると,フ ィルムに記録 された時 の出

血状態 では,血 管壁 の出血孔か ら血漿成分の流 出が

は じま っていた と考 えられる.し たが って赤血球 の

変形性 もこの状態 では他動的な もので あろ う.

結 論

家 兎腸 間膜 の漏出性 出血 を高速度 カメ ラを用いて

観察 した結果 次の所 見を得 た.
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赤血球 は血管壁 のあ る特 定の出血孔の みか ら出血

す る.

赤血 球は出血 孔か ら1個 ずつ 出て行 く.

赤血球 が血管 壁 を通 過す る際に要す る時 間は100分

の4.7秒 ない し100分 の31.6秒 であ り一定 していな

い.血管壁 をはなれ る時 の赤血球 の速度 は1秒 間 に5

～7mmで 非常 に速 い.(こ の時の血管内血流速度 は

1秒 間110ミ クロンで ある.)

出血孔 附近 では出血 す る赤血球の進路 が孔 にひ き

寄せ られるよ うに変 化す る.

血小板 はその速度 を落す ことな く出血孔 に向 かっ

て流れた.

赤血球 は血管 壁 を通 過す る際,著 明 に変形す る.

現 在,漏 出性出血の定義 は確立 されていな いが,

本論文で は赤血球が血管壁の一定 の孔 か ら1個 ずつ

出血 してい るた め漏出性出血 とみな した.

高速 度 カメラで漏出性出血 を記録 した文献 は現在

まで発表 されていない.

本論文の要旨は第8回 日本脈管学会総 会お よび第

15回 日本医学 会 シンポジウムにお いて発表 した.

稿を終 るに臨み,御 指導,御 校閲 を賜 わ った恩師

砂 田輝武教授 に深甚 の謝意 を棒 げるとと もに,終 始

御援助 をいた ゞいた第 三研 究室の皆様 に厚 く感謝 の

意 を表 します.

(本研 究は文部省科学研 究費の援 助 によった.)
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Observations on Diapedesis with A High-speed Cinema

by

Yukio SHIMAMURA

The 2nd department of Surgery, Okayama University Medical School.

(Director: Prof. Terutake SUNADA)

Microscopic observations on diapedesis of the mesenterium in a rabbit was carried on by 

high speed cinephotography, where recording rate to 2200 f. p. s. were used.

The majar features of diapedesis elucidated in this study were as follows: An erythrocyte 

which come near to a small opening on the microvascular wall transformed and was attracted by 

the opening. Then it extravasated from the vascular wall. The length of time required for the 

erythrocyte to pass through the wall ranged from 0.047 sec. to 0.31 sec.. The erythrocyte es

caped with a high speed (5-7mm/sec.) as a dash at the external border of the vascular wall

 (comparing 110μ/sec. of erythrocyte flow)

Platelet flew toward the opening without showing down its flow velocity.

Diapedesis meant in this study that erythrocytes extravasated one by one from the small 

openings proper to diapedesis. To author's knowledge, there is no study concerning with diap

edesis observed with a high speed cinema.

This study was read at the 8th Japanese Association of Angiology (1968) and the 15th 

Japanese Symposium of Medicine (1970).
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島 村 論 文 附 図

写 真 1

出血孔附近を流れる赤血球(R)
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島 村 論 文 附 図

写真 2

赤血球はや 〓外側に寄る
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島 村 論 文 附 図

写真 3

出血孔にひきよせられた赤血球　 赤血球外側に変形がみられる
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島 村 論 文 附 図

写真 4

出血孔に陥入開始 し変形 している
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島 村 論 文 附 図

写真 5

赤血球は円板状に変形
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島 村 論 文 附 図

写真 6

赤血球は小さくなり球形に近づ く
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島 村 論 文 附 図
写真 7

わずかに残つている赤血球
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島 村 論 文 附 図
写真 8

血 管 外 に 出 た あ と。



140　 島 村 幸 夫

島 村 論 文 附 図

写真 9

血管堅内皮細胞外に出んとしている赤血球(矢 印)

血

管

外
血

管

内
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島 村 論 文 附 図

図2

出血する赤血球の

形能的変化(そ の1)

図3

出血する赤血球の

形能的変化(そ の2)


