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第3章 呼吸と血液のはたらき

呼吸は、肺で、酸素を取り込み、それを
血液が、全身に運び、全身の細胞が酸素
を受け取り、その酸素を利用して細胞は
エネルギーを作り、そのエネルギーを利
用して細胞はさまざまな活動を行い、ホ
メオスタシスを達成する。エネルギー産
生の過程で生じた二酸化炭素は、血液で
肺に送られて排泄される。

血液は、上記の酸素や二酸化炭素を運ぶ
他に、糖、タンパク質、ホルモンなどを
運び、ホメオスターシスを達成する。そ
の他に、免疫や止血・凝固・線溶系に関
与している。

呼吸器の構造

気道
上気道

鼻腔、咽頭、喉頭
下気道

気管、気管支
肺

鼻腔

1対の外鼻孔

上鼻道
中鼻道 総鼻道 鼻中隔
下鼻道

1対の後鼻孔

鼻涙管の開口
下鼻道

副鼻腔の開口部

前頭洞
上顎洞
篩骨洞
（前・中部）

中鼻道

篩骨洞（後部）
蝶形骨洞

上鼻道
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喉頭

喉頭の軟骨
：気道を潰さない。
喉頭蓋軟骨
甲状軟骨
披裂軟骨
輪状軟骨

喉頭筋
（骨格筋）：迷走神経支配

声帯

発声
①声門を閉じて、呼気を
加えて、声門下の気圧を
高める。
②その高められた気圧で、
声門をわずかに開き、瞬
間的に少量の呼気を流出
させる。

①と②の断続の結果、
声帯が振動する。

声の強さは呼気の圧で、
声の高さ（振動数）は声
帯の緊張、厚さ、⾧さで
調節され、声帯筋の緊張
は声を高くする。

男性は、思春期に成⾧
し前方に突出し。声帯靭
帯が⾧くなり、声が低く
なる（声がわり）。

下気道と肺

気管
↓
気管支
葉気管支
区域気管支

気管軟骨あり
↓
細気管支（内径2mm以下）

軟骨なし
平滑筋と弾性繊維が発達

↓
終末気管支
↓
呼吸細気管支

平滑筋が気管支の太さを調節
↓
肺胞管
↓
肺胞
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左右肺

葉

肺区域
（区域気管支）

肺胞

直径200μmほどの空気を含む袋。
薄い壁で、その中に毛細血管が走る。
肺胞の内面は、肺胞上皮で覆われて
いる。

肺は、小児期にも成⾧して、肺胞の
数を増やし、成人では2～7億個の肺
胞となり、肺胞の内面は90～100㎡
に達する。
肺胞の毛細血管は500～1000kmに
達する。

肺動脈・肺胞毛細血管・肺静脈はガ
ス交換する機能血管。
気管支動・静脈は肺の栄養血管。

肺の血管の二重支配。

肺（臓側）胸膜
壁側胸膜

肺胸膜は肺門で折り返して壁側胸膜
となり、その内腔を胸膜腔という。胸
膜腔は、5mlの漿液を入れて、陰圧に
なっている。

肺は、胸膜の滑らかと漿液層で、滑
りやすくなり、呼吸運動で自由に大き
さを変える。

胸水、気胸

縦隔
上縦隔（胸腺，気管、食道他）
（胸骨角ーt4椎体下縁）
下縦隔

前縦隔：内胸動脈枝、胸腺下部
中縦隔：心臓
後縦隔：気管支、食道、血管、神経

呼吸

外呼吸
外気から酸素を吸収し、外気に二酸

化炭素を排泄する。酸素、二酸化炭素
の呼吸ガスと云い、この酸素の吸収と
二酸化炭素の排出をガス交換という。

酸素は血液（動脈）で全身に供給され、
二酸化炭素は血液（静脈）で肺に運ば
れる。

内呼吸
全身の末梢組織でのガス交換を内

呼吸という。
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気道の機能
１）加温機能

鼻腔の鼻甲介等で、体温近くま
で加温され、冷気による刺激を緩
和する。
２）加湿機能

鼻腔から気管・気管支の粘膜の
表面には粘液があり、吸気の水蒸
気圧を5.7mmHｇ⇒47ｍｍ
Hg(37℃の飽和水蒸気圧）まで加
湿して、細気管支から肺胞の乾燥
を防いでいる。
３）防御機能

鼻毛による濾過、そこを通過し
た塵埃（じんあい）や細菌は、杯
細胞細胞から分泌される粘液に吸
着される。これは、呼吸上皮の繊
毛の動きで、咽頭への粘液の流れ
があり、吸着された塵埃や細菌は、
除去される。

肺胞の機能

肺胞上皮とその壁の毛細血管の壁は、
あわせても、0.5μm程度である。

肺胞は、単層扁平上皮（I型肺胞上皮
細胞）の薄い袋であり、表面張力が袋
を潰す方向に作用するが、Ⅱ型肺胞上
皮細胞がサーファクタント(表面活性
物質）を分泌し、これが肺胞の内面を
覆い、表面張力を下げて、肺胞が潰れ
るのを防いでいる。

肺胞の機能

肺胞は、単層扁平上皮（I型肺胞上
皮細胞）の薄い袋であり、表面張
力が袋を潰す方向に作用するが、
Ⅱ型肺胞上皮細胞がサーファクタ
ント(表面活性物質）を分泌し、こ
れが肺胞の内面を覆い、表面張力
を下げて、肺胞が潰れるのを防い
でいる。

未熟児 十分なサーファクタント
産生なしで、新生児窮迫（きゅうは
く）症候群（IRDS: Infant  
respiratory distress syndrome)

肺の換気
能動的ではなく、胸骨、

肋骨、脊柱、そして、横隔
膜で構成される胸郭の拡大
と復元により、受動的に肺
は膨らみ縮める。

肺は、単独でも縮む力を
有する（肺弾性収縮力）。
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気道の狭窄
１）胸郭内に気道の狭窄があ
る場合、吸気時には吸気でき
るが、呼気時に呼気出来ない。

２）胸郭外に気道の狭窄があ
る場合、吸気時に吸気できな
い。呼気時に呼気出来る。

呼吸困難時の体位
仰臥位：腹部臓器が横隔膜を圧迫
して、呼吸困難を助⾧。
立位・座位：腹部臓器が下がり、
横隔膜がfreeに過ごせる。

胸式呼吸、腹式呼吸、胸腹式
呼吸

肺胞換気量＝1回換気量ー死腔
毎分肺胞換気量＝肺胞換気量x呼吸数

1回換気量＝500ml (通常、成人）
死腔＝約150ml
肺胞換気量=500-15-=350ml

肺活量＝予備吸気量＋1回換気量＋予備呼気量

予備吸気量=約2L
予備呼気量=約1L
肺活量＝3～4L（男性）、2～3L（女性）

予測肺活量＝
0.032x身⾧（cm）-0.018ｘ年齢-1.178（女性）
0.045x身⾧（cm) – 0.023x年齢-2.258（男性）

%肺活量＝肺活量÷予測肺活量（％）

全肺気量＝肺活量＋残気量
残気量 １L（成人）：スパイロメーターでは測定

できない。100%酸素を数分間吸入させて、呼出される窒
素濃度を測定して、求める。

一秒量と一秒率

最大限の吸気位から最大の
速度で最大限の呼気を行い、
それを努力肺活量という。

最初の1秒で呼出量を1秒量、
一秒量の努力肺活量への比率
を一秒率という。
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酸素の吸収
肺胞サーファクタント
肺胞上皮
基底膜
血管内皮細胞
赤血球膜

脂溶性の酸素や二酸化炭素
は、容易に分圧差で拡散し
て行く。

酸素（O2)
肺胞 100mmHg

↓
肺動脈 40mmHg  肺静脈 100mmHg

二酸化炭素（CO2)
肺胞 40mmHg

↑
肺動脈 46mmHg   肺静脈 40mmHg

右心拍出量は左心拍出量
と等しいが、肺循環抵抗
は体循環抵抗の1/5と低く、
肺血流量は、肺動脈圧、
肺静脈圧、肺胞内圧の影
響を受ける。

肺の上部では、肺動脈圧
は重量の影響で低下し、
心室拡張期には、肺静脈
圧も低下し、肺動脈は肺
胞に圧迫されて、血流が
途絶する。しかし、肺の
下部では、血管は常に開
口して、血流量は多い。
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換気不良な肺胞への肺動脈は、収縮して、血流を減少させて、換気不良に
見合った換気を行う。

高山では、肺胞O2量が低下して、肺全体の肺動脈に収縮が見られ、その結
果、肺高血圧が生じて、肺水腫が生じる（高山病）。

延髄腹側呼吸性ニューロン群

延髄背側呼吸性ニューロン群

橋呼吸性ニューロン群

中枢化学受容器

中枢化学受容器
延髄の呼吸中枢の近傍に存在

し、動脈血のPCO2が上昇し、
脳脊髄液のpHが低下すると、興
奮して、呼吸中枢を刺激する。

呼吸運動の調節

呼吸の神経性調節
（呼吸中枢）

化学受容器
（中枢化学受容器）

化学受容器
末梢化学受容器

頸動脈小体
大動脈小体
共にPO2の低下に反応して、舌咽神経と
迷走神経経由で、延髄の呼吸中枢を刺激する。

肺の伸展受容体を介する反射
吸気で、気管支や細気管支壁が引き延ばされる
と、その壁内の伸展受容体が興奮して、迷走神
経を介して、呼吸中枢に伝えられて、呼気が生
じる。吸気と呼気の呼吸パターンが生じる。
（ヘーリング-ブロイエル反射）

非特異的な反射性呼吸促進
運動、発熱、精神的興奮（血中アドレナリン

濃度上昇）、妊娠（プロゲステロン濃度上昇）、
皮膚の温、冷、疼痛刺激による呼吸促進

呼吸運動の異常と病的呼吸

睡眠時無呼吸症候群

正常でも、一晩に２～7回の無呼
吸発作（１０秒以上）が認められる。
この無呼吸発作が1時間に5回以上
生じるものを無呼吸症候群と呼ばれ
る。

喉頭の筋の弛緩により、軟口蓋を
挟んだ気道閉鎖が生じる場合が多い
（閉塞性呼吸障害）
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病的呼吸パターン

チェインストーク呼吸：1回換
気量が漸増・漸減して、無呼吸とな
る呼吸パターン。呼吸中枢の機能的
ないし器質的障害。化学受容器が
sPO2低下を感知して、呼吸中枢を
刺激し、sPO2が回復すると化学受
容体の呼吸中枢刺激が消失すること
から、この呼吸パターンが生じる。

クスマウル呼吸：糖尿病や尿毒
症の代謝性アシドーシスの代償機序
として過換気状態（ｐHをアルカリ
側に戻す。）である。

呼吸器系の病態生理
（換気障害）

閉塞性換気障害：気道が狭窄・
閉塞することで生じる換気障害。呼
息時に気道がより強く圧迫されるこ
とによる1秒率の減少が認められ
る。：気管支喘息、慢性閉塞性肺疾
患、慢性気管支炎、肺気腫。

拘束性換気障害：肺胞の拡張が妨
げられて生じる換気障害。肺活量の
減少が特徴的である。肺線維症、重
症筋無力症（胸郭の拡張が障害され
る。）

混合性換気障害：両者が合わさっ
た換気障害。

呼吸器系の病態生理

拡散障害（呼吸ガスの肺胞と血管の間での拡散障害）
血液の肺の循環は0.75秒である。
酸素の肺胞から血液・血球への拡散には0.25秒を要する。
二酸化炭素は拡散係数が高く、拡散障害は生じない。
ガス交換面積の減少（肺気腫、外科的切除）、間質性肺炎での肺

胞壁の肥厚、肺水腫で、酸素の拡散障害で、低酸素血症を生じる。

換気血流比不均等:
肺障害部分でのpO2の低下による肺pO2の低下.

血液

血漿：血液の液体成分

血餅：血液を放置すると、
フィブリノーゲンが細胞成
分を取り込みフィブリンと
なり凝固したもの。

血清：血液の血餅が生じ
た後の透明な液成分
（血漿からフィブリノーゲ
ンを除いたもの）
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血球の分化 赤血球

赤血球数
男性 410～530万/mm3

女性 380～480万/mm3

ヘモグロビン（Hb)濃度
男性 14～18ｇ/100ml
女性 12～16 g/100ml

ヘマトクリット：細胞成
分が占める容積の割合。

男性 40～48%
女性 36～42%
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造血の場

胎生期：肝臓や脾臓

誕生後：骨髄

ヘモグロビンの
ヘム基の代謝

鉄
ビリルビン

間接型ビリルビン

直接型ビリルビン

等張性スポーツドリンクは、決して、生理食塩水（0.9%食塩水）、５％ブドウ糖液と云った等張
液ではない。
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貧血と赤血球増多症
貧血
１）鉄欠乏性貧血（小球性低色素性貧血）

Fe（鉄）の欠乏で、Hb(ヘモグロビン）合成が障害される。
２）巨赤芽球性貧血（ビタミンB12や葉酸不足による貧血）。大球性貧血

胃切除後の内因子欠乏性の悪性貧血（大球性貧血）。
３）溶血性貧血（赤血球の崩壊が亢進して生じる貧血。）

①先天的（球状赤血球症）、②自己免疫性溶血による、
③薬剤による溶血性貧血、
④胎児と母親の血液型不適合による溶血性貧血等。

血色素尿症（ヘモグロビン尿症）。
４）再生不良性貧血 造血幹細胞の異常。

赤血球増多症
真性赤血球増多症 多能性幹細胞の腫瘍化による。
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異物

体外から異物の侵入

貪食・消化

大食細胞・
マクロファージ

抗原性＋

抗原提示細胞
（APC)

ヘルパーT細胞

細胞傷害性T細胞
（キラーT細胞）🅌

ナイーブT細胞NK細胞

細胞性免疫

細胞傷害性毒素
ナイーブB細胞 感作B細胞 形質細胞

抗体
（免疫グロブリン）

Y
Y

免疫貪食 液性免疫

自然免疫
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凝固線溶系

ABO血液型


