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血液の循環とその調節

大循環（体循環）

肺循環（小循環）
動脈血は肺に於いて酸素が多量に結合し
た血液であり、静脈血は酸素を失った血
液である。

従って、大循環では、動脈血は動脈を
流れ、静脈血は静脈を流れる。しかし、
肺循環では、静脈血が肺動脈を流れ、動
脈血が肺静脈を流れる。

大循環では、各臓器が並列にあること
から、心拍出量の28%は胃腸・肝臓に流
れ、一部を門脈を経由して、消化管で吸
収された栄養素を多く含み、静脈に還流
し、23%は腎臓に向かい、老廃物が除か
れて静脈に流れる。

各器官に供給された動脈血のすべてが、
静脈に還流するのではなく、その一部は、
毛細血管から漏れ出した血漿はリンパ系
で還流し、太い静脈に戻る。

心臓は、握りこぶしの大
きさで、200～300gの重
量であり、左右の肺の間
の下縦隔の中縦隔に位置
する。

心尖は、左第５肋間隙
の左乳頭線の内側に見る、

心臓の4つの部屋と4つの弁

4つの部屋：右心房、左心房、
右心室、左心室
4つの弁：三尖弁（右房室弁）、
肺動脈弁、僧帽弁（左房室
弁）、大動脈弁

血流に沿った理解
上下大静脈⇒右心房⇒三尖弁
⇒右心室⇒肺動脈弁⇒肺動脈
⇒肺
肺⇒肺静脈⇒左心房⇒僧帽弁
⇒左心室⇒大動脈弁⇒大動脈

弁の構造の違い

房室弁（三尖弁、僧帽
弁）：帆状弁（弁の自
由縁が、乳頭筋と検索で結
ばれ、パラシュート式に、
心房側への反転を防いでい
る。）

動脈弁（肺動脈弁、大
動脈弁）：3枚のポ
ケット状の半月弁の組
み合わせ弁（ポケットの
縁が接して、血液の逆流を
防いでいる。）
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心臓の壁
心内膜：心臓の内腔に接する薄い膜で、血管内皮につながる。内皮細胞と若
干の結合組織から成る。心臓の弁は心内膜がヒダ状に突出したものである。
心筋層：心房と心室の心筋は、4つの弁の周囲に発達した結合組織からおこ
る。心房と心室の心筋層は結合組織で絶縁され、刺激伝導系（ヒス束）のみ
が両者をつないでいる。刺激伝導系は、特殊化した心筋細胞からなる。
心外膜：心臓表面を覆う漿膜（心膜の臓側板）。この漿膜下の脂肪組織に心
臓の血管や神経が分布する。

心膜
心臓は心膜という二重層の袋で包まれている。上記の臓側板と心膜の壁側板
は、心臓に出入りする動静脈の周囲でつながっている。心膜の壁側板と丈夫
な結合組織から心嚢が出来ている。

冠状循環

冠状動脈
左冠状動脈

前室間枝
回旋枝

右冠状動脈
動脈間の吻合が少なく、閉
塞すると心筋梗塞が生じる。

冠状静脈洞
30%の細い静脈は右心房の
還流

心拍出量の５％が冠状循環に流れる。
冠状循環での酸素消費は、他の組織で25%程度であるが、75%に達する。
激しい運動時には、冠動脈が5倍まで拡張して、血流を増加させる。

心臓に分布する神経

交感神経：心拍数と心拍出量を増加させる。
迷走神経（副交感神経）：心拍数と心拍出量を減少させる。

心臓の求心性神経は、迷走神経を経由している。

心臓移植では、神経系が絶たれているので、心臓運動の神経性の調節は見られない。

心臓の自動性と歩調とり
（ペースメーカー）

心臓の自動性は、洞房結節細
胞の静止電位がなく、再分極
後にすぐに脱分極が生じ（前
電位）、閾値を超えると活動
電位が生じる性格に依存して
いる。

このような洞房結節細胞は、
歩調とり（ペースメーカー）
と呼ばれる。
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刺激伝導系

洞房結節
↓

房室結節（田原結節）
↓

房室束（ヒス束）
↓ 心室へ

左右脚
↓

プルキンエ線維

交感神経の興奮

歩調とり細胞の前電位
の勾配が急峻になり、
心拍数が増加

迷走神経の興奮

歩調とり細胞の再分極
が過分極し、更に、前
電位の勾配が緩やかに
なり、心拍数は減少す
る。

自動性は、洞房結節細胞の
他に、房室結節の細胞や、
プルキンエ線維の細胞にも
あるが、それらの細胞の活
動電位の周期は洞房結節細
胞の活動電位よりも遅い。

洞房結節細胞の興奮（活
動電位）後の不応期に、そ
の他の細胞の興奮はあり、
全体の歩調とりとはならな
い。

しかし、洞房結節細胞の
興奮が伝導しなくなる（ブ
ロックされる）と、房室結
節やプルキンエ細胞の活動
電位が歩調とりとなる。
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アイントーベンの三角は、
双極誘導（I,II,III) が、
電気的心軸のベクトルの投影
であることを示している。

P波：心房の心筋の興奮を示す。負荷
がかかると、高くなったり、2相性と
なる。
QRS波：棘波と呼ばれる。心室の心
筋の興奮開始を示し、プルキンエ線
維で、心筋の興奮が心室全体に広が
ることを意味する。左脚、右脚を含
むプルキンエ線維に伝導障害がある
と、QRSの幅（持続時間）が⾧くな
る。ST部分は、心室全体が興奮して
いる時間で、原則、基線上にあるが、
上下に変化する時は、狭心症や心筋
梗塞が疑われる。
T波：心室筋の再分極で生じる波であ
る。心室の興奮終了を意味する。高K
血症があるととがった山になる。

胸部誘導の
心電図波形

V1とV6では、
波形が対照的
である。
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心停止と見なされる４つの状態
心停止以外に、心室細動、無脈性心室頻拍、無脈性電気活動

１）心停止 asystole：まったく収縮しなくなった状態。

２）心室細動 ventricular fibrillation (VF)：心室を構成する心筋細胞の周期性が失
われ、各細胞がばらばらに興奮・収縮している状態。心室全体として収縮・拡張が出来なく
なった。電気的除細動が必要。

３）無脈性心室頻拍 pulseless ventricular tachycardia (pulseless VT)：
心拍巣の極度の上昇により、拡張期に心室内に血液をためることが出来なくなり、血液の拍
出がほぼ0になった状態。それで、脈を触知できなくなる。電気的除細動が必要。

４）無脈性電気活動（電導収縮解離）pulseless electric activity (PEA)：心
電図では、VFやpulseless VT以外の波形が認められるが、脈を触知できない状態。電気的
な興奮が機械的な収縮に変換できなくなった状態。

心拍出量と血圧

血液量
1回心拍出量 stroke volume (SV) 

：1回の収縮で動脈内に拍出される血液量、安静時：70ml (40～100ml)

心拍数 heart rare (HR) 
: 1分間に心室が収縮する回数。安静時：60～90回/分

心拍出量（毎分心拍出量）cardiac output (CO)
: = SV x HR

静脈還流量＝右心拍出量＝左心拍出量

血圧 blood pressure (BP): = CO x 末梢血管抵抗
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中 心 静 脈 圧 central
venous pressure ：右心
房に流入する上大静脈ない
し下大静脈にカテーテルを
入れて測定される血圧。

5～10cmH2O
（4～7mmHg) と
心房圧よりわずかに高い。
（胸腔陰圧の影響）

右心室の収縮力の低下は、
その分だけ、右房から右室
への血流への抵抗が上昇し
て、右房圧、そして、中心
静脈圧が上昇する。
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前負荷の増大
＝中心静脈圧
（＝右心拍出量

＝左心拍出量）
＝拡張期心室内圧）

その結果は、
心室容積の増大する。

後負荷の上昇
＝拡張期血圧
（＝最低血圧）

その結果は、
心室圧は上昇する。

フランク-スタ-リンｸﾞ
の心臓の法則
（心室には、前負荷が大
きくなるほど大きな力を
発生し得る。）

心収縮力の低下は、
前負荷により心臓は大
きくなり（肥大）、心
臓が弱っていることを
示唆する。

交感神経の緊張、糧
コールアミン、ジギ
タリイス等の強心配
糖体、塩化カルシウ
ムは、心臓の心臓の
収縮性の向上させる
（元気にさせる）。

収縮性の上昇で、
収縮末期の圧ー容積
関係の傾きを急峻と
して、同じ前負荷で
も、より高い心拍出
量を示す。

動脈
弾性動脈 筋層に弾性繊維の介在
筋性動脈

毛細血管

静脈
静脈弁

大きな動脈

側副血行路
側副循環

吻合

終動脈

動静脈吻合（四肢末梢）
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頭蓋内の
大脳、小脳、脳幹部へ

4つの動脈

左右の総頚動脈
ー左右の内頚動脈

ー左右の前大脳動脈＊
ー左右の中大脳動脈＊

左右の椎骨動脈
ー脳底動脈

−左右の後大脳動脈＊

＊左右の前後の交通動脈を加えて
大脳動脈輪（ウイリス動脈輪）

腹部大動脈
1）腹腔動脈

ー左胃動脈
ー総肝動脈

ー固有肝動脈
ー右胃動脈

２）上腸間膜動脈
３）下腸間膜動脈
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門脈の側副血行路
（門脈圧亢進症）

門脈
ー左胃静脈

ー食道静脈ー奇静脈

ー臍帯静脈
ー腹壁皮静脈

ー直腸静脈下部（静脈叢）
ー内腸骨静脈

血圧波形
直接法（動脈を切開して、生理食塩水を満たしたカテーテル

を動脈内に挿入して、測定する観血的方法。通常は行われてい
ない。手術中の心拍のモニター等で測定される。）

間接法（マンシェットを上腕に巻いて、圧力を加えて、徐々
に減圧して、最初に心拍が聞こえる血圧を最高血圧、その後、
心拍が聞こえなくなった血圧を最低血圧とする。

弾性動脈のポンプ作用による一過性の血圧上昇

=40÷1.35

=130÷1.35



2021/5/23

11

血圧が変動する要因
１）精神的緊張で高くなる。

2，3分間の間隔を置いて数回測定する。
２）運動によって、最高血圧が変動する。

運動直後の血圧測定は避ける。
３）寒冷刺激で、皮膚血管が収縮して、血圧が上がる。

寒い部屋での血圧測定は避ける。
４）疼痛時、尿意がある時には、血圧が高くなっている。

安静な状態で血圧測定する。
５）左右差がある。利き腕の方が血圧は高くなる。

発達した筋肉により、マンシェット圧が高くなる。

血液容量が最も大きいのは静脈である。

総断面積が最も広いのは毛細血管である。

最も血流速度は低いのは毛細血管である。
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末梢血管が収縮すると、
血圧が上昇する。

末梢血管が拡張すると、
血圧が低下する。

血圧が上昇すると、頸
動脈洞と大動脈の圧受
容体から舌咽神経ない
し迷走神経求心路で、
延髄の血管運動中枢に
伝達され、心臓抑制中
枢から、迷走神経遠心
路で、心臓の洞房結節
に抑制的に作用して、
心拍数を減少させて、
血圧を下げる。

血圧が低下すると、腎臓
への血液量減少と血圧低
下が生じると、傍糸球体
装置からレニンが分泌さ
れ、レニンはアンギオテ
ンシノーゲンをアンギオ
テンシンIに変換し、さら
にアンギオテンシン変換
酵素（ACE)がアンギオ
テンシンIをII変換する。
このアンギオテンシンII
は血管を収縮させて、血
圧をあげ、副腎皮質のミ
ネラルコルチコイドのア
ルデステロン分泌を生じ、
アルドステロンは、尿集
合管等で尿から水の再吸
収を促進して、血液量を
増やして、血圧を上げる。
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微小循環の構築と血流

細動脈 ⇒ 動脈の終末部（終末細動脈 ⇒ 毛細血管
平滑筋の収縮 平滑筋がない
による調整 液性調節（代謝産物）CO2, 乳酸、酸性

の代謝産物により弛緩して、血流を増やす

拡散

濾過と再吸収

細動脈側では、血圧によ
り、水分が濾過され、
静脈側では、膠質浸透圧
により、水分の再吸収が
行われる。

組織の水分の一部は、」
リンパ管でも排泄される。

循環器系の病態生理
１）チアノーゼ 脱酸素化ヘモ
グロビンが５g/dlで出現。

中枢性チアノーゼ：動脈血の酸
素含量の低下。肺血流量低下、
肺ガス交換低下、静脈血混入
（心臓、右左シャント等。
末梢性チアノーゼ：静脈血の酸
素含量の低下。うっ血等。

２）起立性低血圧
起立時の交感神経による血管

収縮の失調により生じる。
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３）うっ血性心不全
慢性心不全では、心室より

も上流（心房や静脈）への血
液のうっ滞（うっ血）が生じ
る（後方障害）。
左心系：左心房、肺静脈、肺
にうっ血が生じる。呼吸困難、
血痰、起坐呼吸が生じる。
右心系：右心房圧の上昇、体
静脈のうっ血が生じる。頚静
脈怒張、肝腫大、四肢の浮腫。

４）急性心不全
心室より下流（動脈系)へ

の拍出量の低減が生じる（前
方障害）。その結果、心原性
ショックが生じる。

<70

リンパとリンパ管
器官内の毛細リンパ管に始まる。毛細
リンパ管は、毛細血管と似た内皮細胞
と不完全な基底膜を有し、組織間隙に
開口している。

左静脈角の鎖骨下静脈
↑

胸管
↑

胸管＋左頚リンパ本管＋鎖骨下リンパ
本管＋気管支縦隔リンパ本管

↑
胸管

↑
乳び槽

↑
左右腰リンパ本管＋腸リンパ本管


