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　今回と次回で、気管支鏡検査について解説いたします。

その前に、呼吸器診断においての CBC および血液化学検

査、CRP 検査について簡単に述べておきます。

　CBC 検査

　白血球数増加、左方移動、末梢血好酸球数増加、貧

血の有無をみます。猫喘息の約 20％で末梢血好酸球数

増加が認められ、病態が悪化するほど好酸球数は増加

します１）。細菌性気管支肺炎では末梢血白血球は必ずし

も増加しません。

　血液化学検査

　直接的には呼吸器に関して特異的な所見は通常得られ

ません。しかし、糖尿病性ケトアシドーシスで代償性過

換気を起こすなど、呼吸機能は正常であるにもかかわら

ず著しい代謝性アシドーシスによって呼吸困難とも思え

るほどの呼吸性代償を起こす場合もあります。したがっ

て呼吸器以外の代謝性疾患を把握もしくは除外するた

め、生化学検査を実施しておくことが望ましいと考えら

れます。また、二次検査に進む際、合併疾患の把握の目

的でも重要です。

　CRP 測定

　犬では急性炎症を検出するため CRP を測定すること

ができます。炎症性疾患の有無やその程度を把握するこ

とは確定診断につながることが多く、呼吸器診断におい

て必須の項目です。

　気管支鏡検査

　気管支鏡検査は、喉頭疾患、中枢気道および末梢気

道・肺実質疾患の確定診断には不可欠となります。一次

検査で適応と考えられ、有意義な結果が得られると判断

された場合に行います。気道病変の直視と部位同定、病

原体の検出、病理組織標本の採取を目的とします。不可

視領域の末梢気道・肺実質病変の評価も気管支肺胞洗浄

（bronchoalveolar lavage：BAL）や透視ガイド下に肺生

検を行うことができます。確定可能な疾患２）を表１に列

記しました。表２に検査概要を示しました。Pao2 60 mm 

 細菌性肺炎

 真菌性・原虫性肺炎

 猫喘息

 好酸球性肺炎

 気管虚脱

 気道内異物

 気道内の寄生虫

 肺および気管腫瘍

表１．気管支鏡検査で確定できる疾患名 ※

※ 陽性所見で確定できるもの。疾患名は参考文献２）に基
づく。

※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。

18 Oct 2013



※）気管支肺胞洗浄液（Bronchoalveolar lavage fluid）

適応 肺野異常陰影、２カ月以上の慢性発咳、喀血、気道内異物や塊状病変、喘鳴や努力性呼吸
などの異常呼吸

合併症 肺拡張不全、不整脈、出血、気胸、嘔吐 

禁忌
絶対禁忌：全身状態不良、重度心肥大
相対禁忌：Pao2 60 mm Hg 未満、血液凝固能低下、体重 2.5kg 未満

術前検査 心電図、CBC・血液生化学、胸部Ｘ線、動脈血ガス分析、凝固時間測定
設備 透視下（推奨）

スタッフ 気管支鏡医、鉗子助手、麻酔係、の少なくとも３名以上。熟練が必要

麻酔

モニタ Spo2（必須）、心電図、血圧、体温、およびカプノグラム

前処置 アトロピン：0.05 mg/kg、 皮下注射（必須）

鎮静
ミダゾラム：0.2 〜 0.4 mg/kg、筋肉内または静脈内注射

ブトルファノール：0.2 〜 0.4 mg/kg、 筋肉内または静脈内注射

導入 プロポフォール：2.5 〜 5.0 mg/kg、 静脈内注射

維持 プロポフォール：0.1 〜 0.4 mg/kg/min、 持続投与。補助的に吸入麻酔

検査項目と目的

観察 異常部位把握と肉眼所見記録

気管支ブラッシング 中枢から末梢気道における粘膜病変および微生物学的評価

BALF※ 解析 末梢気道・肺実質領域における病態評価と微生物学的評価

粘膜生検（直視下） 粘膜病変の病理組織標本採取

肺生検（透視下） 経気管支的に肺組織標本採取

針生検 肺門リンパ節吸引

処置可能な内容
気道内分泌物・液体・血液の吸引、異物除去、アルゴンプラズマ凝固、レーザー焼灼、
ホットバイオプシー、高周波スネア切除、薬剤投与

Hg 未満、血液凝固能低下、体重 2.5 kg 未満の動物は相

対禁忌と考えられ、目的と必要性を十分考慮の上、実施

を検討します。合併症は不適切な患者選択や経験不足に

よって起こり得ます。しかし、麻酔や検査手技の侵襲を

理解し起こり得る合併症に対して備え、慎重に行う姿勢

で臨めば、十分予防可能です。猫では高率に覚醒後に嘔

吐が見られますが、翌日には消失します。著者は、猫

や体重 3.5 kg 未満の犬には挿入部径 2.5 mm または 3.6 

図１．挿入部外径4.0 mmの細経気管支ファイバースコープ（OLYMPUS 
BF TYPE MP60）。有効長 600 mm、鉗子チャネル径 2.0 mm。

表２．犬猫の気管支鏡検査

4.0 mm
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mm の細径気管支ファイバースコープ（有効長 550 mm、 

鉗子チャネル径 1.2 mm）、体重 3.5 〜 14 kg 未満の犬に

は挿入部外径 4.0 mm の細径気管支ファイバースコープ

（図１、OLYMPUS BF TYPE MP60、有効長 600 mm、

鉗子チャネル径 2.0 mm）、体重 14 kg 以上の犬には挿

入部径 6.0 mm の小動物用ビデオスコープ（有効長 950 

mm、鉗子チャネル径 2.0 mm）を用いています。気管支

ファイバースコープは有効長が適切なので追従性がよく

操作しやすいです。

　術前検査としては、一次検査内容に加え、凝固時間測

定を行い出血のリスクも評価しています。胸部Ｘ線では

気管および気管支径を測定しスコープが通過可能か調べ

ておきます。肺野の限局性陰影に対しては目的気管支を

予定しておきます（図２）３、４）。ビデオ透視は、経気管

支肺生検や気管支ブラッシングでは不可欠となります。

また、ビデオ透視下で行うと気胸などの緊急時に即時に

対応可能となり、気道内の変形が著しい場合はスコープ

の位置を即座に確認できるなど、安全面や手技面で多く

のメリットがあります。

図２．左は犬の気管支鏡検査において同定かつ鉗子
挿入可能な 20 本の気管支を示す。右はその各気管支
の胸部 X 線上での走行部位を領域で表現した。

※ 第４回（NJK ８月号、vol.144）図 13「限局性肺野
異常に対する部位同定」を合わせてご参照ください。
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図３．気管支鏡検査実施の様子。透視下仰臥保定で行っている。
写真は LB1V1 に鉗子を挿入している。

基本手技

　麻酔プロトコールは、症例に合わせて計画しますが、

気道内分泌物抑制のためアトロピン 0.05 mg/kg 皮下投

与は常に行います。プロポフォールの持続投与（0.1 〜

0.4mg/kg/min）で麻酔維持し、経皮的酸素飽和度（Spo2）、

心電図、血圧、およびカプノグラムをモニタします。ス

コープ挿入中は麻酔回路が一部開放となるので吸入麻

酔は適しませんが、補助的には使用できます。著者は仰

臥保定で行っています（図３）。常に up 方向にスコー

プや鉗子を誘導できるので全体的に比較的スムーズに操

作が行えるようになるからです。また、気管支肺胞洗浄

（Broncholalveolar lavage：BAL) において重力にした

がって注入液を効率よく回収できます。検査中の気道確

保は本検査の重要なポイントとなります。導入直後は気

管チューブを挿管し仰臥保定でモニタ設置を完了させ、

維持麻酔に移行します。自発呼吸が少なくとも 40 回 / 分

以下になるまで呼吸状態が安定するところまで待ち、気

管チューブを抜去し、酸素投与と換気維持のためラリン

ゲルマスクにＹ型アダプターを装着したものを口咽頭に

図４．ラリンゲルマスクとＹ型アダプター（Ａ）と ID4.5 mm の気管チューブ（Ｂ）の比較。
最も小さいサイズのラリンゲルマスクでも ID 5.25 mm であり、挿入部径 3.6 mm の気管支鏡が優に通過できる。一方、ID 4.5 mm の気管
チューブにはアダプターを外しても通過できない。ラリンゲルマスクとＹ型アダプターを用いれば、猫でも酸素投与しながら自発呼吸を
阻害せずに気管支鏡検査が可能となる。

（Ａ） （Ｂ）
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設置します（図４）。最も小さいサイズのラリンゲルマ

スクでも内径 5.25 mm あり、猫や体重２kg 程度の極小

犬にも設置可能となります。さらに挿入部径 3.6 mm の

気管支鏡が優に通過できます。一方、ID 4.5 mm の気管

チューブにはアダプターを外しても通過できません（図

４）。Ｙ型アダプターの片方に麻酔回路に接続すれば、

酸素や麻酔ガスを投与しながら検査が可能となります。

また、喉頭からの観察が可能となります（図５）。スコー

プは、右手で挿入部を持ち前後方向に動かし、左手で操

作部を持ち左右には rotation（図６）、上下にはアンギュ

レーションレバーの up down で操作しながら粘膜を擦ら

ないようにスコープを進めていきます。挿入部分を緊張

させながら左手で操作を行うとスコープの追従性が増し

迅速なアプローチが可能となります。Spo2 が 90％未満

になれば一度スコープを抜きます。全検査は 15 分程度

を目標に終了させます。

城下 幸仁 （しろした・ゆきひと）　獣医師・獣医学博士

1993 年東京農工大卒。獣医学博士。学位論文テーマは、「小動物臨床における血液ガスの臨床応用への検討」

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。

最終回（12 月号）は、気管支鏡検査 後編と鼻鏡検査について解説いたします。

図５．検査開始。酸素投与しながら気管支鏡をラリンゲルマスク
に通し喉頭が見えたところ。

図６．スコープの rotation 操作。画面左右へは手首のスナップを
利かせて誘導する。気管分岐部から右主気管支内（白点線の円内）
にスコープを進めている。
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