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　今回は、呼吸器診療において欠くことのできない検査

である動脈血ガス分析について解説いたします。

　呼吸機能評価の gold standard

　動脈血ガス分析は、低酸素血症、高炭酸ガス血症 ※１、

および酸 - 塩基平衡障害 ※２を評価し、小動物臨床では

唯一、無麻酔で実施可能な呼吸機能を定量できる検査

法であり１）、呼吸器診療においては欠くことのできな

い検査項目です。近年、１回換気フロー・ボリューム

曲線解析２、３）※３やボディ・プレチスモグラフィ４）※４など

が獣医呼吸器臨床に取り入れられていますが、動脈血ガ

ス分析は依然として呼吸機能評価の gold standard です。

　血液ガス分析は呼吸症状の理解の要となり、また画像所

見の主観的診断の補助にも役立ちます。肺の機能障害を示

す呼吸不全という述語が動脈血酸素分圧 60mmHg 未満と

一義的に定義されるように、肺機能低下は低酸素血症で表

現されます５）。血液ガス分析は疾患を特定するものではあ

りませんが、「肺がいかによく動いているか」という肺機

能の包括的指標となります。臨床上意義のある血液ガス分

析のパラメーターおよびそれらの犬の正常値を表１に示し

ました６〜９）。また文献 10 を参照し猫の正常値も同表に示し

ました。各パラメーターは独立せず互いに影響し合いなが

ら動いています。各パラメーターの意義は以下のようです。

pH：

　全体としての酸塩基平衡状態の結果を示します。生体

内での homeostasis により pH は非常に狭い範囲に維持

されています。一般に急性期で正常範囲を逸脱し、慢性期

で正常範囲を維持します。肺機能が障害されている場合、

腎機能で代償され pH を正常化させます。腎での代償が安

定するには少なくとも 48 時間は必要とされます 11）。

Paco2（動脈血炭酸ガス分圧）：

　肺から炭酸ガスの排泄が十分行われているかどうか、す

なわち換気状態を評価します。換気量は主に Paco2 値によっ

て調節されています。Paco2 が低下する状態のことを過換気

※１）高炭酸ガス血症：動脈血炭酸ガス分圧が上昇していること。肺胞低換気や末梢気道閉塞が存在する時にみられる。
※ ２）  酸 - 塩基平衡障害：生体は homeostasis により正常な細胞活動を営めるよう体液の酸度は非常に狭い範囲に維持されているが、このバ

ランスが乱れた状態のことを言う。
※ ３） １回換気フロー・ボリューム曲線解析：口に密着したフェイスマスクに呼吸気流計と圧力トランスジューサーを接続し、覚醒下、非

鎮静下の患者の口にこれを密着させ、コンピュータで解析してフロー・ボリューム曲線を描きその形状で換気力学の評価を行う。
※ ４） ボディ・プレチスモグラフィ：動物を一定気流で管理された気密性の高いチャンバーに入れ、チャンバー内部の圧変化をコンピュー

タで解析する。肺機能の非侵襲的測定法。

表１．犬と猫の動脈血ガス分析の正常値

パラメーター 犬 猫

pH 7.40 ± 0.05   7.35 ± 0.11  

Paco2（mmHg） 34.0 ± 5.0   33.5 ± 7.5 

Pao2（mmHg） 90 ± 10     103 ± 15 

［HCO3 −］（mmol/ℓ） 22.0 ± 3.0    17.5 ± 3.0

Base Excess（mmol/ℓ） – 2.0 ± 3.0         – 7.0 ± 5.5

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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と言います。肺間質には J receptors が存在し、局所の炎症

や浮腫に対して呼吸中枢に刺激を伝達し、その程度に応じ

て分時換気量が増加し Paco2 が低下するので、間質性肺疾

患の診断に役立ちます。

Pao2（動脈血酸素分圧）：

　動脈血に溶解している酸素の分圧を示し、血中に存在

する酸素の総量を反映します。肺機能定量の直接の指標

です。低酸素血症とは Pao2 が 80mmHg 未満であるこ

とを言います 12）。Pao2  < 45mmHg を重篤、45 ≦ Pao2 < 

59mmHg を重度、60 ≦ Pao2 < 79mmHg を中等度低酸

素血症と分類します。Pao2 が 60mmHg を下回ると、ヘ

モグロビンと酸素の結合力が急激に低下し、末梢組織へ

の酸素運搬量が急激に減少します。したがって、Pao2 60 

mmHg は critical point であり呼吸不全の程度、治療方

法選択、麻酔実施前、気管支鏡検査実施前など様々な臨

床状況下で肺機能の判断基準となります。

［HCO3 −］と Base Excess：

　代謝性の酸塩基平衡状態を表現します。主に腎からの不揮

発性酸の排泄の状態を反映します。不揮発性酸とは硫酸塩、

リン酸塩、ケト酸塩などの代謝性産物のことです。慢性呼吸

器疾患では、不揮発性酸の増加なく代償性に上昇します。

AaDo2：

　酸素化能の指標としてよく使用されます。肺胞気酸素

分圧と動脈血酸素分圧の差を意味します（図１）。シャ

ント、拡散障害、換気血流比不均等で開大します。吸入

気酸素分圧（PIo2）の低下や肺胞低換気では開大しませ

ん。非循環・非呼吸器疾患犬群（n=140）、上気道・中枢

気道閉塞疾患症例群（初診時のみ再検査含まず、n=61）、

心原性肺水腫症例群（初診時のみ再検査含まず、n=32）

の比較を行ってみました。AaDo2 の平均値（mean ±

SD）はそれぞれ、非循環・非呼吸器疾患犬群で 15.2 ± 

7.2 mmHg、上気道・中枢気道閉塞疾患症例群で 24.3 

±10.3 mmHg、心原性肺水腫症例群で 54.8 ± 14.4 

mmHg でした（図２、自験データ）。

　３つのグループ間で有意差がみられました。本来、上気

道・中枢気道閉塞の呼吸器病態は肺胞低換気であり、AaDo2

は開大しません。しかしこのデータをみると、非循環器・非

呼吸器疾患群と有意差が生じているので、実際には上気道・

中枢気道閉塞疾患では二次的に換気血流比不均等が生じてい

図１．肺胞気動脈血酸素分圧較差（AaDo2）の概念

図２．３疾患群の AaDo2 の比較。
非循環・非呼吸器疾患群の 75％は 20mmHg 以下を示した。上・
中枢気道閉塞疾患では半数が 20 〜 30mmHg に分布し、非循環・
非呼吸器疾患群より有意に高い値を示した。理論的には、上・
中枢気道閉塞疾患では AaDo2 の上昇はみられないはずである
が、実際には換気血流比不均等など何らかの肺機能障害が生じ
ていると考えられる。AaDo2 20 〜 30mmHg は肺疾患が潜在し
ている可能性があることを示す。
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表２．AaDo2 の解釈

AaDo2 値 シャント・拡散障害・
換気血流比不均等（肺内要因）  

＜ 20mmHg なし  

20 〜 30mmHg 可能性高い。要考慮    

＞ 30mmHg あり。
重症度により開大悪化    

AaDo2 ＝ PAo2 ー Pao2

開大する
・シャント
・拡散障害
・換気血流比不均等

開大しない
・PIo2 の低下
・肺胞低換気

PIo2

PAo2

Pao2

VA

Qc

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。

12 Jun 2013



ると判断できます。非循環器・非呼吸器疾患群と上気道・中

枢気道閉塞群の AaDo2 20 〜 30mmHg は肺疾患潜在の可能

性を示します。そこで、AaDo2 値に関しては、  < 20 mmHg

で正常、20 〜 30mmHg で肺機能異常可能性あり、> 30 

mmHg で異常と解釈できます（表２）。この基準を利用する

と、上気道・中枢気道閉塞と考えていた症例で、AaDo2 値

が 30 〜 40mmHg を示せば末梢気道・肺実質疾患を見落

としている可能性があり診断を再検討しなければならな

いことになります。

　肺を導入気道、ガス交換領域、血液−ガスバリア、お

よび肺毛細血管の構成要素に模式化する 13）と（図３）、

肺でのガス交換は、換気、換気血流比、拡散の３つの過

程で行われています（図４）。動脈血酸素分圧低下、す

なわち低酸素血症は、吸入気酸素分圧低下（図５）、肺

胞低換気（図６）、拡散障害（図７）、シャント（図８）、

換気血流比不均等（図９、および図 10 〜 13）の５つの

機序があり、ガス分析値や画像所見からどの機序である

か考察し、診断の一助とするとともに治療方針を決定す

る際の指針とします。

導入気道

ガス交換領域

肺毛細血管

血液 – ガスバリア

図３．肺モデル
導入気道、ガス交換領域、血液 – ガスバリア、
および肺毛細血管の関係が概念化されている。

図４．肺機能
肺機能評価は、換気、換気血流比、拡散の３つの過程に分けて考える。

換気 換気血流比 拡散

Ventilation Diffusion

肺機能

図５．吸入気酸素分圧 PIo2 の低下
高地居住、密閉空間における呼出ガスの再吸入で起きるが、治
療の対象となる機会は少ない。

高地居住

密閉空間での再呼吸

吸入気酸素分圧 PIo2 の低下

O2

図６．肺胞低換気
単位時間に肺胞に流入する新鮮なガスの量（肺胞換気）が減少
していることを意味する。原因は肺外にあり、肺自体は正常で
ある。赤線は気道抵抗が増大し呼吸困難感が生じることを意味
する。高濃度酸素吸入で低酸素血症が改善する。

鎮静・麻酔
中枢神経疾患
神経筋疾患
胸郭の異常
上気道閉塞
中枢気道閉塞

肺胞低換気

高炭酸ガス血症を伴う

肺モデル

VA / Q

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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拡散障害

間質性肺水腫

間質性肺疾患
  ー肺線維症
  ー SLE
  ー好酸球性肺炎

図７．拡散障害
肺毛細血管血と肺胞ガスとの間で Po2 が平衡に達していないこ
とを意味する。血液 – ガスバリアが肥厚するような間質性肺水
腫や肺線維症を代表とする間質性肺疾患で生じる。高濃度酸素
投与で低酸素血症は改善する。

図８．シャント
ここでは解剖学的シャントのことを指す。高濃度酸素を投与し
ても低酸素血症は十分改善されない。

シャント

右 → 左短絡を示す
先天性心疾患

図９．換気血流比不均等の全パターン。図 10 〜 13 に代表的なパターンを示す。

肺毛細管シャント

腫瘍、粘液等による
閉塞

ARDS / ALI 虚脱

相対的なシャント

気道閉塞
（COPD、猫喘息）

気管支肺炎
肺水腫

図 10．肺毛細管シャント
ARDS のようなび漫性肺水腫が代表的。陽圧換気などによって
換気スペースを作る。
※ARDS / ALI：Acute Respiratory Distress Syndrome / Acute 
Lung Injury（急性呼吸促迫症候群 / 急性肺損傷）

図 11．相対的な肺毛細管シャント
気道閉塞が代表的。酸素反応は良好。気管支拡張療法を行う。
COPD：Chronic Obstructive Pulmonary Diseases（慢性閉
塞性肺疾患）

解剖学的
シャント

肺毛細管
シャント

相対的な
肺毛細管
シャント

理 想 相対的な
肺胞死腔 肺胞死腔 解剖学的

死腔

Physiological Shunting Physiological Deadspace

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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　動脈穿刺

　穿刺は大腿動脈または足背動脈で行われます。著者は

専ら前者を選んでいます。猫や超小型犬でも穿刺が比較

的可能だからです。測定対象が血液中に溶解しているガ

スであるため、サンプル時から測定まで一貫して血液サ

ンプルは密閉を保ち空気に曝してはいけません。空気に

触れると血中の炭酸ガスは放散し、酸素は空気から血中

に溶け込んでしまいます。そのため専用の動脈血サンプ

ラーを用います。

　助手に横臥に保定してもらい穿刺する側の後肢をひ

もで固定します。動脈圧を触知し、血管の走行に対し

平行に、皮膚に対し約 10 〜 20 度傾け、25G× １イン

チ、RB 針をつけた動脈血サンプラーにて穿刺します（図

14）。大腿動脈は恥骨筋前縁を走行しているのでそれを指

標にします。穿刺針を抜去後、穿刺した部位を直接２分間

圧迫止血します。測定はただちに行うのが原則ですが、検

体を４℃の氷水に浸漬しておけば６時間まで血球の代謝の

影響を受けず重大な誤差は生じないとされています 14）。合

併症については、犬の動脈穿刺 111 例に対し７頭（6.3％）

で中程度から広範な皮内出血がみられました 15）。これら

は全身状態に影響を与えず全て 7 〜 16 日間で消退しま

した。体重 3.5 kg 未満、心血管系障害を有する犬で有意

に皮内出血が起こりやすいことが分かりました 15）。

図 14．動脈穿刺
横臥にして大腿動脈にて行っている。シリンジ内に空気の混入
が生じないように動脈穿刺専用のシリンジ（写真では動脈血サ
ンプラー PICO70、ラジオメーター）を使用している。サンプ
ル後もただちに針先をパテなどでシールし、転倒混和後ただち
に血液ガス分析機で測定する。穿刺から測定まで一貫して気密
を保たなければいけない。

相対的な死腔

左心不全、ショック

図 12．相対的な肺胞死腔
左心不全などの心拍出量低下など。輸液や強心療法を行う。

図 13．肺胞死腔
肺血栓塞栓症が代表的。この場合、J receptors への刺激によっ
て著明な過換気になる。抗凝固治療または血栓溶解療法を行う。

肺胞死腔

肺血栓塞栓症
フィラリア症

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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2010 年より呼吸器科のみの専門診療を行っています。呼吸器でお困りの症例があればご相談ください。詳細は、当院ホー

ムページ（相模が丘動物病院　呼吸器科　www.sagamigaoka-ac.com）までどうぞ。現在、「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミ

ナー」を東京会場にて定期開催中です。呼吸器の臨床について基礎から勉強したい！という方にはぜひおすすめです。セミ

ナー受講予約も当院ホームページより受け付けております。

次回（８月号）は、Ｘ線および透視検査について解説いたします。

　パルスオキシメトリーとカプノグラム

　麻酔モニタとして現在普及しています。動脈血ガス分

析の代替法として利用可能であり、非侵襲的、簡便、連

続モニタリング可能という利点があります。パルスオキ

シメーター測定はプローブを包皮、趾間、腓腹筋腱部な

どに挟み行います。しかし、体動で不安定となるので実

際は測定には手間取ります。値も大きく変動するので採

用すべき値を決定できないことがよくあります。著者は、

尾根部で測定するパルスオキシメーターを診察で使用し

ていますが（図 15）、値がほぼ安定してきた時の最大値

を採用しています。

　カプノグラムは、口になるべく密着し死腔が少なくな

るマスクを介して記録しています。正常波形でみられる

プラトー部分が消失し、基線から終末呼気に至るまでな

だらかに上昇していく閉塞パターンが続いてみられれ

ば、上気道から末梢気道にかけて気道閉塞があることを

示唆しています。ただし、まだこの検査の再現性は確認

しておらず、参考所見として考えています。

図 15．ポータブル型パルスオキシメーター（動物用パルスオ
キシメーター MODEL8500, NONIN MEDICAL, INC, MN, USA）
を用い、尾根部に反射型センサーを当てて経皮的酸素飽和度

（Spo2）を測定している。

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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