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(57)【要約】

（修正有）

【課題】試料中の血液細胞にせん断応力負荷を加えた状
態で血液細胞の変形能を測定する際に、血液細胞に接触
する部分をディスポーザブル化し、せん断応力負荷を与
える流れ場が精度よく保持されるようにする。
【解決手段】固定平板（１１）と可動平板（１３）との
間に間隙板（１２）が介挿されて固定平板（１１）と可
動平板（１３）との間隔を維持するとともに固定平板（
１１）と可動平板（１３）との間で間隙板（１２）によ
り血液細胞を含む試料を載置する空間Ｓが形成されるよ
うにし、可動平板上に鉄製薄片（１４）を載置したもの
を交換可能でディスポーザブルなユニットとして構成す
る。血液細胞の力学的特性測定装置としては、せん断応
力負荷機構部（１０）において試料中の血液細胞にせん
断負荷応力が加えられている状態で血液細胞の変形能を
測定するための照射光源部（３０）、受光部（４０）、
データ解析処理部（５０）を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
血液細胞を含む試料に周期的なせん断応力負荷を加えるためのせん断応力負荷機構部と
、前記せん断応力負荷機構部において周期的なせん断応力負荷を加えた状態の血液細胞を
含む試料に光を照射するための照射光源部と、前記照射光源部により光を照射された血液
細胞を含む試料からの透過光または反射光を受光する受光部と、前記受光部により受光さ
れた光信号データについて解析処理を行って血液細胞の力学的特性を求めるデータ解析処
理部とを備えてなる血液細胞の力学的特性測定装置であって、
前記せん断応力負荷機構部は固定平板と、可動平板と、前記固定平板及び可動平板の間
に介挿されて前記固定平板及び可動平板の間隔を維持するとともに前記固定平板及び可動
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平板の間において血液細胞を含む試料を載置するための空間を形成する間隙板と、前記可
動平板を前記固定平板に対して平行方向に往復動させて前記固定平板及び可動平板の間に
おいて前記間隙板により形成された空間に載置された血液細胞を含む試料に周期的なせん
断応力負荷を加えるためのアクチュエータと、前記可動平板が往復動する際に浮き上がる
のを抑制するように前記可動平板に対し前記固定平板側に向けて押圧するための押圧力付
加手段とを備えており、前記固定平板及び可動平板の少なくとも一方が透明材料で形成さ
れたものであることを特徴とする血液細胞の力学的特性測定装置。
【請求項２】
前記受光部が高速撮像装置であり、該高速撮像装置により撮像された血液細胞を含む試
料についての画像を前記データ解析処理部において解析処理してせん断応力負荷に応じた
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血液細胞の変形状態を求めるようにしたことを特徴とする請求項１に記載の血液細胞の力
学的特性測定装置。
【請求項３】
前記受光部が血液細胞を含む試料からの透過光または反射光の強度を測光する測光手段
を備えており、前記データ解析処理部においては前記測光手段により取得された血液細胞
を含む試料の透過光または反射光の強度のデータに基づき予め設定された血液細胞につい
ての粘弾性モデルによる慣性、粘性、弾性、抗力を含むパラメータを求めるようにしたこ
とを特徴とする請求項１に記載の血液細胞の力学的特性測定装置。
【請求項４】
前記可動平板に対する押圧力付加手段は前記固定平板の外側における磁石と前記可動平
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板の外側における鉄製薄片とが前記間隙板を介在する前記固定平板及び可動平板を挟むよ
うに配置されてなり、前記磁石及び鉄製薄片の吸引作用により前記可動平板を押圧するよ
うにしたことを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の血液細胞の力学的特性測
定装置。
【請求項５】
前記アクチュエータに往復動作が弾性部材を介して前記可動平板に伝えられて試料に周
期的なせん断応力負荷が加えられるようにしたことを特徴とする請求項１〜４のいずれか
１項に記載の血液細胞の力学的特性測定装置。
【請求項６】
血液細胞を含む試料と接触する前記可動平板、間隙板及び固定平板を含む部分を交換可
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能でディスポーザブルなユニットとして形成し、かつ試料中の血液細胞に随意な周期的な
せん断応力が加えられるようにしたことを特徴とする請求項１〜５のいずれか１項に記載
の血液細胞の力学的特性測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、血球細胞の力学的特性測定装置に関し、特に血球細胞の変形能を測定する際
のせん断応力負荷機構部に改良を施した血球細胞の力学的特性測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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日本人の循環器系疾患の数は増大しており、動脈硬化、塞栓症のような循環器系疾患は
生活習慣、環境ストレスなどが起因すると考えられ、循環器系の機能には、血管特性の力
学的特性のみならず、血液流動性が影響を与える。血液は血漿及び血球細胞（赤血球、白
血球、血小板等）からなり、血液循環が循環器機能、ひいては生命維持に不可欠であるが
、主成分である赤血球の役割、細胞もしくは組織のガス交換が特に大きい。
【０００３】
赤血球は変形能を有し、その大きさより小さい径の毛細血管を通過することができる。
赤血球の変形能は一般的に浸透圧、血液内に溶解している脂質の影響、加齢による影響等
が考えられるが、血液が正常な機能を果たす上ではこの変形能が重要になり、循環器系の
疾患は赤血球の変形能、血液の流動性が損なわれることにも起因する。そのようなことか
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ら、血球細胞、特に赤血球の変形能を測定し、定量的に評価することが循環器系疾患の検
査に有効であると考えられ、このような血球細胞の変形能の測定、評価について研究、開
発がなされている。また、遺伝による血液疾患における血液循環特性などについても定量
的な評価が行われている。
【０００４】
従来、赤血球の変形能評価技術として、細胞を含む試料がニッケルメッシュフィルタを
通過するのに要する時間、流れ抵抗を測定することによるもの（特許文献１）、マイクロ
チャネルアレイに予め圧力を加えておき、試料のマイクロチャネルアレイの通過時間から
流動性を測定することによるもの（特許文献２）、経皮的に血管内の血流に向けて超音波
を入射させて散乱エコーを受信し、これから求められた血流速度分布に基づいて血液の粘
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性率分布を求めることによるもの（特許文献３）、試料流に含まれる赤血球を撮像して得
られた画像に基づいて赤血球の形態を示す値を算出することによるもの（特許文献４）が
ある。
【０００５】
特許文献１、２では、赤血球を含む試料がフィルタ、マイクロチャネル等を通過する速
度が直接的には求められるが、赤血球の変形能について定量的に評価する上で有効な指標
を与えるものにはならない。また、特許文献３では、生体内での血流についての速度分布
から粘性率分布が求められるが、赤血球の変形能について定量的に評価するにはやはり適
合しないものである。特許文献４においては、撮像により得られた画像に基づいて赤血球
の形態を示す値として、赤血球の平均容積、凝集率、奇形の指数等が求められるが、それ
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らの指標は赤血球の形状、形態的なものであって、赤血球の変形能について定量的に示す
ものではない。
【０００６】
非特許文献１においては、二重円筒管の一方に回転運動を与え、間に充填されている血
液細胞を含む試料にせん断応力を与え、外部からの観測により血液細胞の力学的特性を測
定することについて記載されているが、二重円筒管の一方を相対的に精度よく回転させる
ためには、それに応じた駆動制御機構が高度の精度を要するものとなり、日常的に利用可
能となるように簡易な構成で経費を少なくするには適合しないものである。
【０００７】
本発明者は、非特許文献１のように二重円筒管の形態でなく、１対の平行に間隔をおい

40

て配置し平板の間に試料を収容し、一方の平板を平行に移動させて試料に周期的なせん断
応力を加えた状態で血液細胞の状態を光学的に検出し、血液細胞の力学的特性を計測する
方法、システムについて特許出願をしており（特許文献５）、この血液細胞の力学的特性
を計測するためのシステムは図１０に概略的に示すような構造形態を有している。
【０００８】
図１０において、１は透明ガラスなどからなり稼動部７により駆動される第１平板、２
は固定部６に第１平板に対し間隔をおいて固定された第２平板、３は第１の平板１と第２
の平板２との間の空間内に収容された血液細胞を含む試料、４は光照射手段、５は受光手
段である。第１平板１はアクチュエータにより稼動部７を介して固定された第２平板２に
対して平行振動及び高さ制御がなされる。受光手段５が光照射手段４からの試料を透過し
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た光を受光する場合、固定された平板２も透明ガラス等からなるものとする。
【０００９】
第１平板１を平行振動させた状態で収容された血液細胞を含む試料に対し光照射手段４
により光を照射し、試料の透過光または反射光を受光手段５により受光して得られた信号
についてデータ解析を行う。稼動部７を介して第１平板を平行振動させることにより、第
１平板と第２平板との間にある試料にはせん断応力が作用し、血液細胞に力学的負荷が加
わってこの力学的負荷に応じて赤血球が変形した状態になる。この状態での試料の透過光
または反射光を受光し解析することにより、赤血球の粘弾特性、疲労破壊に達する時間等
を求めることができ、さらに光源の波長の変更、試料内への蛍光剤の導入により血球膜細
胞特性変化の膜構造レベルからの評価がなされる。
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【００１０】
この血液細胞の力学的特性の計測、評価においては、平行な１対の平板の一方を可動に
し平行に振動させ、間に収容された血液を含む試料にせん断応力を作用させた状態での試
料からの透過光、反射光を受光して得られた信号の解析を行うことにより、血液細胞の力
学特性を計測し、評価することができるのである。
【００１１】
このような一方を可動にした平行平板により試料にせん断力を与える際に、平行平板の
間隙を一定にし、流れ場内のせん断速度分布を均一に保つことが変形能の測定における再
現性を高める上で重要であり、また、日常的に検査を行う上で血液試料を載置する平行平
板を含む部分をディスポーザブル化するのが好ましいが、特許文献５においてはそれらの
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点について考慮されてはいないものであった。
【特許文献１】特開２００１−２４２１６６号公報
【特許文献２】特開２００６−１４５３４５号公報
【特許文献３】特開２００６−１６６９７４号公報
【特許文献４】特開平１０−２６０１８１号公報
【特許文献５】特願２００７−６０９０号
【非特許文献１】M. Bessis and N. Mohandas, 「A diffractometric method for the me
asurement of cellulardeformability」, Blood Cells 1(1975),p.303
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
循環器系疾患の検査に関し、血球細胞、特に赤血球の変形能を測定し、定量的に評価す
ることが有効であると考えられ、血球細胞の変形能の測定、評価について多くの研究、開
発がなされている。その際に、再現性がよく、定量的な計測、評価がなされることが重要
であるとともに、日常的ないし個人的にも可能であることが望まれる。そのようなことか
ら、計測に供する血液として、例えば自己血糖測定器と同程度の数十μＬ程度とするのが
よく、その上でせん断応力負荷機構部の間隙を精度よく保持し、狭い間隙において低粘度
の試料でも観察領域において両平板間の流れが平行になるようにすることが重要であり、
それとともに血液細胞を含む試料の載置部の構成をディスポーザブル化することが望まれ
る。さらに、計測のための装置、構成が複雑、大規模にならず、簡易なものとするのがよ
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い。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明は前述した課題を解決すべくなしたものであり、本発明による血液細胞の力学的
特性測定装置は、血液細胞を含む試料に周期的なせん断応力負荷を加えるためのせん断応
力負荷機構部と、前記せん断応力負荷機構部において周期的なせん断応力負荷を加えた状
態の血液細胞を含む試料に光を照射するための照射光源部と、前記照射光源部により光を
照射された血液細胞を含む試料からの透過光または反射光を受光する受光部と、前記受光
部により受光された光信号データについて解析処理を行って血液細胞の力学的特性を求め
るデータ解析処理部とを備えてなる血液細胞の力学的特性測定装置であって、前記せん断
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応力負荷機構部は固定平板と、可動平板と、前記固定平板及び可動平板の間に介挿されて
前記固定平板及び可動平板の間隔を維持するとともに前記固定平板及び可動平板の間にお
いて血液細胞を含む試料を載置するための空間を形成する間隙板と、前記可動平板を前記
固定平板に対して平行方向に往復動させて前記固定平板及び可動平板の間において前記間
隙板により形成された空間に載置された血液細胞を含む試料に周期的なせん断応力負荷を
加えるためのアクチュエータと、前記可動平板が往復動する際に浮き上がるのを抑制する
ように前記可動平板に対し前記固定平板側に向けて押圧するための押圧力付加手段とを備
えており、前記固定平板及び可動平板の少なくとも一方が透明材料で形成されたものであ
る。
【００１４】
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前記受光部が高速撮像装置であり、該高速撮像装置により撮像された血液細胞を含む試
料についての画像を前記データ解析処理部において解析処理してせん断応力負荷に応じた
血液細胞の変形状態を求めるようにしてもよい。
【００１５】
前記受光部が血液細胞を含む試料からの透過光または反射光の強度を測光する測光手段
を備えており、前記データ解析処理部においては前記測光手段により取得された血液細胞
を含む試料の透過光または反射光の強度のデータに基き予め設定された血液細胞について
の粘弾性モデルによる慣性、粘性、弾性、抗力を含むパラメータを求めるようにしてもよ
い。
【００１６】
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前記可動平板に対する押圧力付加手段は前記固定平板の外側における磁石と前記可動平
板の外側における鉄製薄片とが前記間隙板を介在する前記固定平板及び可動平板を挟むよ
うに配置されてなり、前記磁石及び鉄製薄片の吸引作用により前記可動平板を押圧するよ
うにしてもよい。
【００１７】
前記アクチュエータに往復動作が弾性部材を介して前記可動平板に伝えられて試料に周
期的なせん断応力負荷が加えられるようにしてもよい。
【００１８】
血液細胞を含む試料と接触する前記可動平板、間隙板及び固定平板を含む部分を交換可
能でディスポーザブルなユニットとして形成し、かつ試料中の血液細胞に随意な周期的な
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せん断応力が加えられるようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
本発明による血液細胞の力学的特性測定装置では、固定平板と可動平板の間に間隙板を
介在させて間隙板の間の空間に血液細胞を含む試料を載置するようにし、可動平板に対し
固定平板側への押圧作用を与える手段を備えるせん断応力負荷機構としたことにより、可
動板の往復動の際にも固定平板と可動平板との間隙が精度よく保持され、試料における流
れの平行度が高められる。それによって、血液細胞の変形能の測定の再現性が高められる
。また、血液細胞を含む試料の載置部の構成をディスポーザブル化することができ、血液
による感染症のリスクが軽減される。血液細胞の力学的特性測定装置の構成を簡易で精度

40

のよいものとし、日常的な利用に供するものとすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
〔血液細胞の力学特性測定装置〕
図１（ａ），（ｂ）は、本発明による血液細胞の力学特性測定装置の構成例を概略的に
示すものであり、図１（ａ）はせん断応力負荷機構部を正面から見た状態を示し、図１（
ｂ）はせん断応力負荷機構部を側面方から見た状態を示している。図１（ａ），（ｂ）に
おいて、１０はせん断応力負荷機構部、２０はリニアアクチュエータ、３０は照射光源部
、４０は受光部、５０はデータ解析処理部である。せん断応力負荷機構部１０はベースＢ
上に載置されている。
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【００２１】
せん断応力負荷機構部１０において、ベースＢ上に固定平板１１が配設され、その上側
に間隙板１２が配置され、その上側に可動平板１３が載置されている。固定平板１１と可
動平板１３とは同等の厚さであり、この例では上方から照射され血液細胞を含む試料を透
過した光を下側で受光する形態であるため、ともに透明ガラスで形成されている。
【００２２】
固定平板１１と可動平板１３との間に介在する間隙板１２は金属製のシムテープを図１
（ａ）における可動平板の長さより長くなるように切断して、図１（ｂ）のように固定平
板１２上に２枚の間隙板１２を平行に配置する。その上側に可動平板１３が載置され、間
隙板１２上で図１（ａ）において左右方向に往復動可能になるようにする。固定平板１１

10

、可動平板１３、２枚の間隙板１２で囲まれた空間Ｓは血液を含む試料を載置する箇所と
なる。シムテープによる間隙板は厚さが数十μｍ程度のものであり、この厚さで可動平板
１３の平行移動を保持することになり、固定平板１２上において、少なくとも可動平板１
３の移動範囲においては接着剤で固定はしない。固定平板１１に固定する場合には、間隙
板１２をさらに延長し、固定平板１１の側方に回り込ませ、さらには固定平板１１の下側
まで折り返して固定し、間隙板１２の面はあくまで水平度が保たれるようにする。実際的
には、シムテープの場合固定平板１１の面が円滑であれば密着性がよいので、固定しなく
ても問題はない。
【００２３】
ペースＢの上側には２つの同形で矩形の凹部が形成され、この凹部にそれぞれ磁石Ｍが

20

収容配置される。磁石Ｍの上面はベースＢの上面より突出しないようにし、磁石Ｍをベー
スＢの凹部に収容配置された状態で、その上側に固定平板１１が配設される。可動平板１
３の上側には２つの磁石Ｍにそれぞれ対応するように鉄製薄片１４が載置される。この鉄
製薄片１４は下側の磁石Ｍに吸引され、鉄製薄片１４の下側にある可動平板１３を間隙板
１２が介在する状態で固定平板１１の側に押圧する作用を与える。鉄製薄片１４としては
、鉄製のシムテープを用いることができる。磁石Ｍによる吸引力は鉄製薄片１４の厚さに
関係するので、鉄製薄片１４の厚さは可動平板１３に適切な押圧作用を与えるように選択
するのが好ましい。また、鉄製薄片１４の上側にプラスチック材料等で形成された被覆材
１５が配設される。
【００２４】

30

図１（ａ）で左右方向に動作可能なリニアアクチュエータ２０側の駆動部材に伝達部材
１６が連結部Ｃで着脱可能に取り付けられ、伝達部材１６にはばね部材１７を取り付ける
ための保持部１６ａ，１６ｂが設けられており、保持部１６ａ，１６ｂによりばね部材１
７が伝達部材１６に取り付けられる。連結部Ｃは磁石−鉄片の吸引作用によるもの、ある
いは差し込み式に着脱可能にした形態のもの等が用いられる。ばね部材１７は一方で伝達
部材１６に取り付けられ、他方の側の端部において被覆材１５に係止される。被覆材の上
側にはばね部材の端部を係止するための凹部等を形成しておく。
【００２５】
リニアアクチュエータ２０による往復動の駆動力は、伝達部材１６、ばね部材１７を介
して被覆材１５に伝えられ、さらに鉄製薄片１４を介して可動平板１３を往復動させる。

40

その際、ばね部材１７は被覆材１５に対し軽くばねによる押圧作用を与えつつ被覆材１５
に往復動の力を伝える。ばね部材１７はリニアアクチュエータ側から操作部材１６を介し
ての駆動作用を可動平板１３側へ伝える際に押往作用とクッション性を与えるためのもの
であり、図１（ａ）の例に示すような線ばねによるもののほか、適度な硬さのゴム部材等
を操作部材１６と被覆材１５との間に介在させるような形態としてもよい。
【００２６】
１１ａ，１１ｂは固定平板１１の両側辺に沿って設けられたガイド部材であり、リニア
アクチュエータ２０からの駆動力により可動平板１３が往復運動する際に横方向にぶれな
いように両側から規制するためのものである。図１（ａ）においては、ガイド部材１１ａ
を省いて示してある。
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【００２７】
照射光源部３０はせん断応力負荷機構部における血液細胞を含む試料の位置に光を照射
するものであり、試料を透過した光を受光部４０で受光もしくは形態撮像を行い、試料に
ついての計測を行う。せん断応力負荷機構部１０における間隙板１２、鉄製薄片１４、被
覆材１５は可動平板１３が往復動した際にも照射光源部３０からの試料を透過する光を遮
らないように形成、配置されている。また、ベースＢの凹部における磁石Ｍは光を遮らな
いように配設されるとともに、ベースＢにおける光の通路の部分には通孔Ｈが形成されて
いる。照射光源部３０からの光は試料を透過した後に、ベースＢの下側に配置された受光
部４０で受光もしくは形態撮像を行う。
【００２８】

10

受光部４０は試料を透過した光の検出もしくは形態撮像を行い、血液細胞の状態につい
て測定するものであり、本例としては、血液細胞の形状を測定することから、倍率１００
倍の顕微鏡レンズ系を備え、撮像視野を１２０×１６０μｍとし、撮像コマ数５００枚／
ｓｅｃの高速撮像を行う撮像装置を用いる。
データ解析処理部５０は受光部４０としての撮像装置により撮像された血液細胞を含む試
料についての画像を解析し、血液細胞の形状変化から、粘弾性特性等を求める。
【００２９】
このように構成された血液細胞の力学特性測定装置において、伝達部材１６はリニアア
クチュエータ２０側の駆動部材に着脱可能に取り付けられるようにされている。この着脱
のためには、磁石と鉄片との組み合わせによる吸引力を用いたものでもよく、あるいは差

20

し込み式により着脱可能にしたものでもよい。このように伝達部材１６を着脱可能にする
ことにより、せん断応力負荷機構部１０のうち可動平板１３、間隙板１２、固定平板１１
を含む部分を血液細胞の力学特性測定装置全体に対し交換可能なユニットとして形成し、
この部分をディスポーザブル化することができる。
【００３０】
図１（ａ），（ｂ）の血液細胞の力学的特性測定装置は血液細胞を含む試料の透過光に
ついて受光部として撮像装置により撮像を行う透過光型の測定装置であり、そのために固
定平板１１及び可動平板１３はともに透明ガラス等により形成される。反射型の測定装置
として構成する場合には、照射光で照射された血液細胞を含む試料からの反射光について
撮像装置で撮像を行うようにする。この場合、固定平板１１は透明材料で形成する必要は
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ない。
【００３１】
受光部４０として試料における血液細胞の状態を撮像装置により撮像して画像解析によ
り力学的特性を測定するもののほか、照射光で照射された血液細胞を含む試料の透過光ま
たは散乱光の強度を受光部で測定し、得られた強度の時間変化についてのデータから血液
細胞を粘弾性モデル化したパラメータを求め、血液細胞の力学的特性を測定するものとす
ることもできる。
【００３２】
可動平板１３を固定平板１１の側に押圧する手段として磁石と鉄製薄片との吸引作用に
よるものを例示しているが、可動平板への押圧作用を与えるものとしては、可動平板に空

40

気圧を加えるというような他の形態のものとしてもよい。
〔血液細胞の力学的特性の測定〕
前述の本発明による血液細胞の力学的特性測定装置を用いた血液細胞を含む試料につい
ての力学的特性の測定について説明する。試料は採取し洗浄された赤血球を濃度１６％Ｗ
ｔ、粘度１６．９３ｃＰのデキストラン中に浮遊させた溶液（ヘマトクリット濃度Ｈｔ：
０．５％）とし、せん断応力負荷機構部１０における固定平板１１と可動平板１３との間
で２枚の間隙板１２の間の空間に注入し載置する。
【００３３】
試料の量は測定部分の空間を満たす程度とする。間隙板１２の縦方向には試料を規制す
る部材は特にないが、間隙板１２の厚さ（３０±５μｍ）が十分に小さいため、試料の粘
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度により可動平板が往復動の動作をしても、試料が広がることはなく、試料に対して固定
平板１１と可動平板１３との間でせん断応力負荷を加えることができる。リニアアクチュ
エータ２０による可動平板１３の往復動は周波数４Ｈｚ、振幅１ｍｍとする。ただし、可
動平板１３が平行に動くように、別途可動平板１３の動き方向を補助する平行部材を取り
付けることも可能とする。
【００３４】
このような動作条件でせん断応力負荷機構部１０に載置された血液細胞を含む試料に対
し、リニアアクチュエータ２０により可動平板１３を往復動させることにより、図２（ａ
）に示すように、試料にせん断応力が加わる。せん断応力は平板の方向の流れ速度をｕ（
厚さ方向ｚに変化する）、μを粘性係数としてとして、μｄｕ／ｄｚで表される。このせ

10

ん断応力により試料中の赤血球が変形作用を受ける。赤血球はせん断応力の作用を受けな
い状態では凹状の円盤形状に近いが、せん断応力が作用する流れの場の中で、図２（ｂ）
のように扁平化していく。
【００３５】
赤血球の変形能としては、流れの場で加わるせん断応力に対してどの程度変形するかと
いうことが指標となる。この変形能を示す形態的な指標として、図２（ｂ）の変形した赤
血球の楕円断面形状において、長軸長さ（Ｌ）、短軸長さ（Ｗ）の比Ｌ／Ｗとしての変形
指数（ＤＩ）を赤血球の変形能を示す指標として考える。
（ａ）撮像された画像の解析による血液細胞の力学的特性の測定
リニアアクチュエータの動作によるせん断応力負荷機構部における試料に対してせん断
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応力負荷を加えた状態で、照明光源部で光を照射し透過光について高速撮像装置で試料を
撮像する。液細胞の形状を測定することから、倍率４０倍の顕微鏡レンズ系を備え、撮像
倍率を１２０×１６０μｍとし、撮像コマ数５００枚／ｓｅｃの高速撮像装置で撮像し、
それにより得られた画像の解析によりＤＩを求める。また、画像の解析により赤血球の移
動による流れの速度ｖが求められる。このように試料についての高速撮像装置での撮像に
より得られた画像の解析で求められたれた変形指数（ＤＩ）としてのＬ／Ｗ、速度ｖの時
間変化及びＤＩの周波数解析結果は図３（ａ），（ｂ）に示されるようになる。
（ｂ）透過・反射光強度測による血液細胞の力学的特性の測定
血液細胞を含む試料についての透過光または反射光の強度を測定することによる血液細
胞の力学的特性の測定の場合には、図１（ａ），（ｂ）の血液細胞の力学的特性の測定装
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置において、受光部４０側が光強度測定装置になり、照射光源部３０としてパルス光を発
光するもの、チョッパによりパルス光化するもの等を用いる。
【００３６】
図４は血液細胞を含む試料にパルス光を照射した際に赤血球の変形状態に応じて透過・
反射パルス光強度が変化することを模式的に示しており、左側が変形して扁平化した赤血
球、右側が変形していない赤血球である。赤血球が流れの場においてせん断応力を受け変
形することにより、光伝播経路が変化する。周期的に変化するせん断応力負荷を加える場
合にも、赤血球の歪みにより透過・反射光強度が影響を受ける。特に、歪みを精度よく検
出するには、全ての透過光、反射光を計測するのではなく、特定の散乱角における散乱光
の強度比などを計測する必要がある。

40

【００３７】
従来、赤血球が楕円変形した状態で、変形能を測定するには、低いせん断速度で、高い
せん断応力を発生させるために、赤血球を希釈する溶媒の粘度を血液細胞内部より明らか
に高い状態で設定された。
【００３８】
そのため、赤血球細胞内部の粘性を考慮した粘断特性の計測を行うために、周期的に変
動するせん断応力負荷と歪み相当信号としての透過・散乱強度との関係を表す上で、図５
に示すような機械的インピーダンスモデルを考える。このモデルは質量Ｍの赤血球が弾性
Ｋ、粘性Ｂ，抗力Ｄを有する粒子として力学的に特徴づけられ、周囲溶媒の粘性係数μと
せん断速度(ｄｕ／ｄｚ)の積から，粒子にせん断応力が生じ，せん断応力と赤血球の力学
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的釣り合いの関係は，
【００３９】
【数１】

として算出される。ただし，ｖは平行板の移動速度，ｈは間隙の厚みとする。
【００４０】

10

式（１）における定数Ｍ（慣性），Ｂ（粘性），Ｋ（弾性率），Ｄ（抗力）は、各時期
に計測される歪相当量ξ（ｔ）から算出される歪加速度と歪速度及びせん断応力σ（ｔ）
を式（１）に代入して、４つの連立方程式を構築し、最小２乗法を用いて算出される。
【００４１】
一般的に流体内に設置された物体に加わる抗力Ｄは、抗力係数Ｃｄ、投影断面積Ａ、周
辺溶媒密度ρ、周辺流体速度ｕとして、
【００４２】
【数２】
20

で示される。
【００４３】
周期的なせん断応力が赤血球に加わることは，赤血球はせん断速度（ｄｕ／ｄｚ）の大
きさに応じて，投影断面積が変化する。また、式（２）から、抗力Ｄは，投影面積Ａによ
り変化していることがわかる。しかしながら、抵抗係数Ｃｄなどを厳密決定することがで
きない。そこで簡単なモデルとして、ある時刻のせん断応力の大きさに対して、抗力が決
定されるように定数として簡便に示した。

30

〔せん断応力負荷機構部についての評価〕
本発明による血液細胞の力学的特性測定装置においては、せん断応力負荷機構部におけ
る固定平板と可動平板との間に間隙板を介在させ、磁石と鉄製薄片との吸引作用により可
動平板を固定平板側に押圧した状態でリニアアクチュエータの作用により可動平板を往復
動させて血液細胞を含む試料にせん断応力負荷を加えるようにしている。このように可動
平板に押圧力を作用させることにより、可動平板が往復動に際して浮き上がりを生ずる不
安定さが格段に減少し、その結果、押圧力を作用させない場合に比して、固定平板と可動
平板との間隙がより一定に保たれ、平板間の平行な流れ場が維持され、血液細胞の力学的
特性の測定が精度よくなされることになる。以下、これらの点について実測的に検証した
結果について示す。
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（ａ）可動平板振幅の計測
可動平板を往復動させる際の可動平板と固定平板との内面の間隔（間隙板の厚さに相当
する）を振幅とする。これは図６におけるＡ−Ｂ−Ｃとなる。Ａ，Ｂ，Ｃをレーザ変位計
（精度０．０５μｍ）で計測する。固定平板間で両間隙板の間に注入する間隙流体は水（
粘度１．０ｃＰ）とし、間隙板としてのシムテープ（金属テープ）の厚さは７０±５μｍ
、可動平板の分解作業を行って３回計測を行う。Ａ，Ｂ，Ｃの計測箇所は光軸の位置とそ
の両側にそれぞれ２ｍｍ離れた位置との系３箇所であり、リニアアクチュエータの駆動条
件は周波数４Ｈｚ、振幅１ｍｍとする。
【００４４】
このような条件で、磁石と鉄製薄片とにより可動平板に押圧力の作用を与えた場合、押

50

(10)

JP 2010‑25852 A 2010.2.4

圧力の作用を与えない場合とについてＡ，Ｂ，Ｃを計測し、それによる振幅の値を求めた
結果は図７のようになった。（２）が中心の位置（光軸上の位置）、（１），（３）は両
側の位置についてのものである。この結果からすれば、磁石と鉄製薄片とにより可動平板
に押圧力の作用を与えた場合には、押圧力の作用を与えない場合に比して、可動平板が浮
き上がらず、間隙板（シムテープ）の誤差範囲内で間隙が保持それていると言える。
（ｂ）流れ場内の赤血球の平行度の評価
間隙板としてのシムテープ（金属テープ）の厚さは３０±５μｍ、試料は洗浄された赤
血球を濃度１６％Ｗｔ、粘度１６．９３ｃＰのデキストラン中に浮遊させた溶液（ヘマト
クリット濃度Ｈｔ：０．５％）とする。リニアアクチュエータの駆動条件は周波数４Ｈｚ
、振幅１ｍｍとして、可動平板を往復動させ、試料の透過光を高速撮像装置で撮像し、得
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られた画像について画像処理を行って、図８のように基準水平線に対する赤血球の重心位
置の移動方向の角度を求める。磁石と鉄製薄片により可動平板に押圧力を与えた時と、押
圧力を与えない時について、それぞれ赤血球の移動方向の角度の値の分布範囲を求めて比
較した結果は図９のようになる。このように、可動平板に押圧力を与えた場合には、押圧
力を与えない場合に比して赤血球の移動方向の分布範囲が小さく、それだけ赤血球の上下
の動きが抑えられて流れの平行度が高くなることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明による血液細胞の力学的特性測定装置の構成例を示す図であり、（ａ）は
せん断応力負荷機構部を正面から見た図、（ｂ）はせん断応力負荷機構部を正面から見た
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図である。
【図２】（ａ）せん断応力負荷機構部において固定平板と可動平板との間の試料に作用す
るせん断応力の分布を示す図であり、（ｂ）せん断応力負荷の作用のもとで扁平化した赤
血球を示す図である。
【図３】（ａ），（ｂ）試料を撮像して得られた画像をもとに求められた変形指数及び速
度の時間変化を示すグラフである。
【図４】赤血球の変形状態に応じて透過・反射パルス光が変化することを模式的に示す図
である。
【図５】赤血球の粘弾性について評価するための機械的インピーダンスモデルを示す図で
30

ある。
【図６】可動平板の振幅を評価する際の計測対象距離を示す図である。
【図７】図６の計測対象距離の実測値から可動平板の振幅を求めた結果を示す図である。
【図８】赤血球の移動方向について説明する図である。
【図９】実測による赤血球の移動方向の角度の分布範囲を示す図である。
【図１０】先行技術におけるせん断応力負荷機構部の構成を概略的に示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
１０

せん断応力負荷機構部

１１

固定平板

１２

間隙板

１３

可動平板

１４

鉄製薄片

１５

被覆材

１６

伝達部材

１７

ばね部材

２０

リニアアクチュエータ

３０

照射光源部

４０

受光部

５０

データ解析処理部

Ｍ

磁石
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Ｂ

ベース

Ｓ

間隙板で形成される空間

Ｈ

通孔

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図８】
【図６】

【図９】

【図１０】
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