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Abstract                                      t
WVhen one is in deep sleep,blood velocity(speed)is the slO、 vest,、vhich can be defined

as a vital velocity.If one's velocity reaches slo、 内「er than the vital velocity,it could lead to

the serious physical condition.

On the other,velocity is the fastest、 vhen one is in extensive exercise state.Hence blood

velocity in blood circulation changes according to the bodily activities.It is assumed that

the blood velocity is regulated by prilnarily physics,such as l.blood pressure,2.heart

beat rate,3.blood viscosity,5 year study on blood viscosity in diabetic patients and in

long distance runners is presented here.

Subjects                                                    
｀

MIale:Patients、vith diabetic lnillitus:

RGl group-58 patients were taking Korean red ginseng(RG)and 865 viscosity meas―

urements、vere done.RGO-302 patients,not on RG and l133 measurements.

Long distance runners i 70 ekiden and 66 the other long distance runners、 vere tested.

275 1neasurements for ekiden runners and 639 1neasurements for the other runners ttrere

done.

Blood viscosity was also measured in 182 healthy male individuals.

Female:Patients with diabetic millittus,RGl group-38 were taking red ginseng(RG)

and 910 measurements、vere done.
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RGO; 175 patients,not on RC,and 883 measurements were done.

Long distance runners i 15 female 10ng distance runners(120 measurements)were

tested.

42 sport students froln a college and 30 healthy female individuals、 vere included in this

study.

Result i Diabetic patients:h/1ale.blood viscosity in RG(group was higher than in RGl

group and in healthy individuals.The statistical difference between RGO and RGl was

p<(0.00005 and the difference bet、 veen RGO and healthy individuals was p<(0.005.No

statistical significancc、 vas found bet、 veen RC1l and healthy individuals.

In female diabetic patients,viscosity was statistically higher in RGO than in RC11.But no

statistical significance、 vas found bet、veen RGl and healthy individuals,■ or bet、veen RGO,
healthy individuals.

Blood viscOsity of long distance runner in both male and female was kept lower than in

healthy individuals. The difference、 vas p<(0.00000001 in male and less than O.005 in

female. It、 vas interesting to find that Echidna runners exhibited tO have even lo、 ver
viscosity than the Other runners. Femュ le Sport students sho、 ved silnilar viscosity as

healthy individuals.

Discussion : By this 5 year study on viscosity, it is established that diabetic patients

without RG sh6、 vs higher blood viscOsity than patients覇ァith RG or healthy individuals,It

is no doubt that higher viscosity shOuld induce slo、 ver blood velocity,1.e.slo、 ver blood
circu13tiOn・ When blood circulate slO、ver than usual,the supply of oxygen and nutrients

such as glucose to tissues shOuld be delayed. SO that the tissues eventually become

malnutritional state.If this cOndition persist,the tissues would damaged.The lnOst sen―

sitive parts、 vould be peripheral nerves systelll and kidney.This lnay be the reason、 vhy
neurophy and nephropathy develop in diabetic patients. RGl group on the other hand,

viscosity is a silnilar value as healthy individuals. The general clinica condition has

generally been stable althOugh the index of diabetes such as high bloOd sugar remain

unchanged by taking RG.

The reason why statistical anaけ sis failed tO shOw the deference between RGO group

and healthy individuals is probably due to o■ ly 30 healthy female individuals tested in this

study.

Long distance runners sho、 vs lo、ver blood viscOsity in both male and female than

healthy individuals,This shOuld be the result of long distance training,、 vhere blood cir‐

culation must be maintained at higher speed恥アhile they are running.]「urthermore it is
interesting to note that ekiden runners shows lo、 ver blood viscOsity than the Other run―

ners.As ekiden runners are selected among runners because they have better perfor―

mance.The better performance could be attributed tO the low viscosity.So far it is not

clear、vhether the 10、 7 ViSCOsity is due to a natural gift Or tO RG taking,1.e,some have been

on RG for 4 months.1.

In case of high altitude training,the increase of red blood cells is expected.The increase

of red blood cells is,in theory,favorable to the athletes.On the Other hand,it is allnost

certain that the increase of red 4b100d cells causes the increase of viscosity.This、vould
affect their performance. In this case, RG could be useful to reduce viscosity. This is

worth a try in the future.

はじめに

血液循環速度は血液粘度に反比例する。血液

粘度が低 くなれば毛細血管における血液速度は

速 くなり,従って酸素など運動に必要な分子が

必要な部分に速 く供給される。逆に高 くなれば

血液速度は遅 くなり活力に必要な成分の分配が

悪 くなる。従って血液粘度は病態変化および運

動能力に関係すると考え,糖尿病患者および東

海大学陸上部中距離ブロックに所属する選手を

対象に血液粘度を 1996年 から2000年 5年間に

渉って測定し,その結果をまとめた。
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結  果法方

被験者および損l定回数 :粘度測定は一人につ

いて数週間ごと繰 り返し行ったため被験者数 と

測定回数 とは一致しないので正確な数値を以下

に示す。

男性 :男性糖尿病患者 260名 ,測定回数は延

べ 865回 (内  紅参服用 58名 ,測定回数は

1133回 )東海大学陸上部中距離ブロックに所属

する男子選手 136人,測定回数は 639回 (駅伝

選手延べ 70名 ,測定回数は 275回 ),一般健常

者 182名 ,損J定回数は 182回。

女性 :女性糖尿病患者 224名 ,損J定 回数は

883回 (内 紅参服用 49名 ,測定回数は 910回 )

東海大学陸上部中距離ブロックに所属する女子

選手 15名 ,測定回数は 120回 ,東京健康科学

専門学校生 42名 ,損J定回数は 42回,一般健常

女性 30名 ,測定回数は 30回 であった。

糖尿病患者,お よび選手において紅参服用 ,

粘度損J定にあたっては十分な説明をし,了承を

得た上で行った。少しでも違和感を覚えた時に

は中止した。粘度結果は損J定後ただちに知 らせ

た。特に高値であった人は値 と同時に水摂取を

促す注意を行った。

患者の採血は一般検査時に合わせて行った。

紅参 :紅家は日韓高麗人参株式会社より供与

されたコウジン末 1日 5g用いた。

血液粘度 :抗凝固剤 として EDTAを用い,採

血した血液サンプルを用いた。血液は一度摂氏

4度に保存した後,測定前 30分 37度に保温し

測定した。測定装置はマイクロビスコメーター

プレー ト回転式血液精度計 (ブルックフィール

ド社)を用いた。測定は直径 42111111の 回転板を用

い,摂氏 37度。回転数は数段階設定できる装

置であるが,運動中の血液速度を考慮した上 ,

一分間 60回転 (直線速度 としては 7.9m/分 )

の条件で行った。粘度の単位はセンチポアーズ

(cP)。 測定は非服用時に 2度 (5月 と7月 ),

服用時 2度 (9月 , 10月 )行 った。

男性 と女性ではもともと粘度に違いが存在す

るので,結果を別々に報告する。

1.男性の場合          '
男性糖尿病患者における血液粘度結果から非

服用者 (4.30± 0.55)は 紅参服用者 (4.20±

0.51)お よび一般健常者 (4.17± 0.37)に比

べ統計的に有意に高 くなっていた。一方一般健

常者 (4.17± 0。 37)に対する紅参服用者は統計

的な有意差はなかった。興味あることは長距離

選手 (4.01± 0.38)は有意に低 くなっていて ,

そして駅伝選手 (3.93± 0.40)に選ばれた者は

一般選手に比べて,さ らに低いことが明らかと

なった (図 1)。

2.女性の場合

女性糖尿病患者では非服用者 (3.83± 0。 40)

は服用者 (3.72± 0.39)に比べ有意に高 くなっ

ていた。しかし一般健常者 (3.68± 0.24)と は

いずれの集団も有意差はなかった。長距離選手

(3.49± 0。 31)は 集団の中ではもっとも低 く

なっていた。 20歳前後の若い女性集団である

専門学校生は 3.61± 0.29と一般健常者 とも比

較的老齢に近い糖尿病患者集団に比べ有意差は

なかった (図 2)。

考  察

粘度が糖尿病の病態に関係しているかもしれ

ないと考え 1996年から始め,全てを今回まと

めてみた。同じ視フくから粘度低下は運動能力を

高める結果をもたらすとも考えていた。

糖尿病において男女ともに紅参の服用は粘度

低下をもたらしている結果を得た。紅参服用者

では鉄谷らが別に報告しているように人工透析

への移行例は少な く,従って予後は比較的よい

と結論できる。その原因には血液粘度の低下が

あり,その結果血液速度が閾値を下回ることが

ないためと結論できる。 ‐

血液速度の閾値 という概念はまだ考えられて

いないが,こ れまでの結果から想定してもよい



The GINSENG REVIEW No.29-2001

図 1

血
液
粘
度

ｏ
『

5

4

3

2

0

有意差表

集団 1

RG0
-般
一般

一般

一般

選手

集団 2

RGl
RG0
RGl

選手

駅伝選手

駅伝選手

有意差

0.00005

0.005

差 な し

0.000001

0.00000001

0.05

図 2

血
液
粘
度

ｏ
珂

4

2

0

有意差表

集団 1

RG0
-般
一般

一般

一般
チメ

選手

集団 2    有意差

RG1      0.00ool
RGO     差なし

RGl     差なし

選手     0.005
専門学校生  差なし

専門学校生  0.05

柵

|!|!|!|!|!



第16回薬用人参研究会 (2001年)

と思う。閾値はおそらく年令には無関係で一定

な値であると考えている。閾値を下回ると体は

まず物理的な機能,すなわち心拍数,血圧を変

化させ調節する。それでも補正が十分でない場

合には血管新生等の化学的な修復を行う。糖尿

病における目の症状はこれによって説明可能 と

なる。 目には多 くの神経が集中している。この

神経に栄養や酸素を送るのが毛細血管であるが,

その血液の流れが悪 くなれば神経での栄養不良

がおこる。血圧や心拍によって血液速度が補正

できている限 り神経壊死は起こらないが,補正

出来な くなれば壊死状態 となる。これをさける

ために血管新生が起こる。この血管新生が結果

的には失明状態を引き起こす。一方紅参によっ

て粘度が低下すれば血液速度は修正され,当然

十分な栄養 と酸素が到達するようになり,その

時フ点で血管新生をしなければならない理由はな

くなり,血管新生は中止される。

糖尿病に代表される生活習慣病では休息中に

おける血液速度の低下が病因となるのに対して ,

運動の場における粘度の結果は最大速度で流れ

ている場合を考える必要がある。粘度が低下す

ることで最大速度が増加すると考えれば,駅伝

選手がその他の選手に比べて粘度は低い結果は

妥当である。駅伝選手 として選ばれるのはその

他の選手に比べて早 く走れることにはかならず ,

その原因の一つに最大血液速度が早いことが起

因すると考えられる。 5年間での結果から紅参

が能力を増加させたかどうかを証明することは

出来なかったが,水の保持能力をも考え合わせ

ると紅家がその効力を発揮することは十分考え

られる。今年の箱根駅伝では東海大学 (2区途

中棄権)以外にも山梨学院大等脱水よる影響を

目の当たりにしたが,水の保持に紅家が作用す

ると仮定すれば,脱水状態を遅 らせることは可

能であり,今後の検討課題の一つになると考え

ている。

一般的に年をとれば身体全体の水分量は減少

していく。それに対して十分な水を補給すると

尿量がまし,一般生活では多少不都合が生じる

場合が多々存在する。その結果,水の摂取を加

減してしまう。が,それが血液粘度を増加,閾

値をこえるほどの血液速度の減少,そ して梗塞

状態へと発展する。この悪い方向へと回転を紅

家による水の保持,粘度の低下によって補正す

ると考えれば生活習慣病に対する予防に紅家が

効果を持つと予想することはできる。

閾値を設定することで,睡眠時でのノンレム ,

レム睡眠も説明できるようになる。睡眠が深け

れば,深い程血液速度は低下する。それでは中

枢神経が生存不可能 となってしまう事態になる。

それを是正するには多少体を覚醒させることが

必要で,そのためにレム睡8Rの状態をつくり出

す必要があり,こ の結果が睡眠のリズムである

と思う。

最後に,こ のまま研究会が存続しなくても,

損J定そのものはお金のかかる測定ではないので ,

引き続き続行していくつもりである。機会があ

れば結果をお知 らせします。


