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末梢気道および肺実質疾患の検査と確定診断までの流れ

はじめに
　診断までの過程で最も重要なことは、問診および身体検

査での情報を見落とすことなく収集することにあります。

この作業は、呼吸器の理解度、経験、熟練度が反映され、

さらに最終的には呼吸器診療の成否に大きく関わっていま

す。特殊診断装置は最終的には必要にはなりますが、呼吸

器の基礎知識と問診および身体検査からの的確なアプロー

チがなければ、得られたデータはまったく見当違いに解釈

されかねません。獣医臨床では、末梢気道および肺実質疾

患（以下、肺疾患と呼びます）は複雑化している症例が多く、

必ずしも既存知識で整理されたような典型所見が得られる

とはかぎりません。系統的な一定した診察手順で所見を虚

心坦懐に収集し、疾患の絞り込みや整理を行う必要があり

ます。特殊診断装置の発展は目覚ましく、それを適切に利

用するには、各方面の専門医の知識と経験と技術が必要と

なります。ここではまず、誰もが行うべき、肺疾患を診る

際の系統的な診察手順と各所見の解釈の要点を述べます。

次稿では当院呼吸器科で最終的な確定診断として実施して

いる気管支鏡検査について解説します。CT検査に関しては、

北里大学の柿崎竹彦先生に解説をお願いしました。

診断の流れ
　基本的な解剖と生理を踏まえ、問診、視診、触診、聴診、

打診を手順どおりに進めます。正確な診断に到達するには、

この作業をいかに着実に行ったかにかかっています。これ

ら所見は経過評価にも必要となります。肺疾患が疑われた
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■ 系統的な診察手順と各所見の解釈
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ら、先の章で述べた６つのカテゴリー（本誌p.18〜20参照）

のどれが関与しているかを常に考えます。複数のカテゴ

リーが関与していることもあります。その後、CBC・血液

化学検査、CRP測定、胸部X線検査、動脈血ガス分析など

無麻酔で行える検査で、さらに確認を深め、鑑別診断リス

トを作成します。思いつきの早計診断をせずに、関与して

いるカテゴリーを把握し、系統的に絞りこむ習慣をつけて

ください。そして、適応、恩恵、リスクを十分考慮した上で、

「何を見つけ出すのか」という目的をもって、全身麻酔下

でCT検査や気管支鏡検査などを行い、絞り上げた鑑別疾

患リストを検証します。重度肺疾患に対し、問診からの作

業を十分行わずに、「よくわからないのでとりあえず麻酔

下検査を行う」というのは禁句です。重大事故につながり

かねません。問診から情報収集を適切に行えば、何が必要

な検査で、そしてそれにどういうリスクがあるかは自然に

わかってきます。

問診および身体検査
問診
　呼吸器では性別で発症傾向が異なる疾患は少なく、重要

なのは犬種と年齢です。まずよく遭遇する呼吸器疾患の犬

種好発傾向を表１にまとめました。

　呼吸器診療では、主訴は①上気道症状、②咳、③呼

吸困難、④胸部異常陰影に集約されます

　どのような主訴でも、問診で最初にしっかり正確に聞く

べき重要なことは、「いつからか？」ということです。肺
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疾患なら48時間以内の急性呼吸困難なのか、それ以上の経

過を示す慢性呼吸困難なのか、または２カ月以上続く慢性

発咳なのか、ということになります。問診では、症状が呼

吸器区分のどこに由来するかよく話を聞き吟味しましょう。

各区分別に典型的な症状や徴候を表２に示しました。さら

に、問診の過程（図１）で肺疾患が疑われたら、表３の必

須事項を確認します。

　肺疾患では運動不耐性が認められます。ヒト医療では慢

性呼吸不全患者には生活支障度評価にHugh-Jones分類がよ

く用いられます。同様に、慢性心不全にはNYHA分類が

あります。獣医療ではHugh-Jones分類に相当する評価法が

みあたらず、治療効果の評価や症例間比較に基準がなく不

便です。当院呼吸器科では、Hugh-Jones分類を改良した呼

吸症状を示す犬の活動性の主観評価（表５）を問診時にオー

ナーから聴取しており、状態評価に用いています。

咳の問診
　咳を主訴とすることは多く、オーナーが心配する症状で

す。ヒトでは咳はまず持続期間で、急性咳
がい

漱
そう

（３週間以内）、

遷延性咳漱（３〜８週間以内）、慢性咳漱（２カ月以上）

に分け、各咳漱分類に鑑別疾患リストが用意されています。

重要な考え方は、急性咳漱は、ほぼ100％感染によるもの

であり、逆に慢性咳漱では感染は主たる原因ではないとい

うことです。獣医学でも、咳は、急性発咳と２カ月以上の

慢性発咳に分けられています１）。急性発咳は、期間の定義

はありませんが、２週間で特異的治療をせずに多くは治癒

します。２〜８週間続く咳は症状が強いですが、中枢気道

性由来の非感染性疾患が多く、適切な診断と治療でほぼ完

表１　呼吸器疾患と犬種好発傾向
疾患 好発犬種

気管虚脱 ヨークシャー・テリア、チワワ、ポメラニアン
短頭種気道症候群 ブルドッグ、パグ、ペキニーズ、狆、フレンチ・ブルドッグ、ボストン・テリア
後天性特発性喉頭麻痺 ラブラドール、ゴールデン・レトリーバー、セター種などの大型犬

表２　各３区分の特徴的な症状や徴候
上気道 中枢気道 末梢気道および肺実質

吸気性異常呼吸音
　ストライダーやスターターなど
いびき
睡眠時無呼吸
鼻汁/くしゃみ
摂食障害・飲水障害
嗄声
ギャギング・レッチング
喉頭性咳
　強く、持続せずに数回で終わる
　喉�に何か引っかかったようなしぐさ
を伴う

　terminal�retchを示すことあり
興奮時関連の失神・チアノーゼ

持続性咳
　音量が大きい
　咳の契機は興奮時や鳴いた後
　安静時や睡眠時には生じない
　全�身状態は維持し、動き回りながら
咳をする

　１�回の咳時間は短い（約0.5～１秒/
回）

　終日続くことがある
　常�にterminal�retchを伴うとは限ら
ない

連続性異常呼吸音

運動不耐性
頻呼吸
安静時もチアノーゼ
努力呼吸
呼気努力
呼気性喘鳴（wheezing）
慢性発咳（２カ月以上続く）
　音量が小さく、高調
　痰産生性または湿咳
　１回の咳イベントはterminal�retchで終わる
　咳�は安静時に生じ、日中散歩時には少ない
　持�続性だが、１回の咳時間は長い（約２～３秒/
回）

　夜間睡眠時生じることあり
　咳�時は喉が切れるようにつらそうで動けない
　一�般状態悪化も伴っていることが多い

オーナーが訴えなくても私たちから確認すべきこと
を聞き出しておきます。呼吸困難は訴えても咳の有
無は訴えないことがよくあります。

　呼吸数は、緊張や不安などにも影響されるので診察台上

より、自宅での暑熱環境のない安静時呼吸数（resting 

respiratory rate；RRR） や 睡 眠 時 呼 吸 数（sleeping 

respiratory rate；SRR）を基準にするとよいでしょう。安

静時呼吸数の評価を表４に示しました。正常は40回/分以

下です。頻呼吸は過度の呼吸数増加を意味しますが、具体

的な回数の定義化は困難です。犬では自宅でのRRRやSRR

で100回/分以上が相当すると思います。
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上気道症状

苦しそう
鼻水をティッシューで巻き取っている
くしゃみがとまらない
息が荒い
発作あり
えずく、オエーという
のどになにか引っかかっている
豚鼻の音がする、ブヒブヒいう
咳が止まらない
肺が白いといわれた
気管虚脱といわれた
開口呼吸する
肺がボコボコいう
失神した
眠れない
寝ていたら急にびっくりして飛び起きた
いびきがひどい
すぐにガーガーいって歩くのが遅い
胸が大きくうごく
おじさんのような咳をする
くびをのばす
じっとして動かない
ずっとハーハーしている
咳で眠れない
ヒーヒーいって苦しそうになる
ズーズーいう　　　　　　　　　　など

咳

呼吸困難

胸部異常陰影

鼻腔
鼻咽頭
口咽頭
喉頭

喉頭
中枢気道
末梢気道

浅速呼吸
努力呼吸
吸気努力
奇異呼吸

びまん性
限局性

識別
部位の同定

オーナーの訴え

図１　問診の過程
オーナーの訴えを、上気道症状、咳、呼
吸困難、胸部異常陰影のどれを指してい
るか識別し、さらにおのおのに対し部位
を同定していく。

表３　犬の末梢気道および肺実質疾患に対する問診必須事項
発症から受診までの期間
咳の有無
安静時呼吸数（とくに睡眠時呼吸数）
活動性レベル＊

＊表５参照

表４　安静時呼吸数の評価
安静時呼吸数 評価
＜40回/分 正常範囲
40～60回/分 軽度の呼吸数増加
60～100回/分 中等度の呼吸数増加
＞100回/分 頻呼吸

表５　呼吸症状を有する犬の活動性のオーナー主観評価
グレード A；状態 B＊；活動性や活力
Ⅰ 同年齢の動物と同様に活動でき、小走り、歩行、階段昇降、高所移動も健常動物なみにできる。 発症前の90％

Ⅱ 同年齢の健常動物と同様に歩行できるが、走らない。小走りですぐに息切れする。または階段を
健常動物なみに上下できない。 発症前の80％

Ⅲ 健常動物なみに活動できず、自分のペースなら20分以上歩いたり、10分以上遊び続けることがで
きる。 発症前の50～70％

Ⅳ 10分以上歩き続けられない。５分以上遊べない。 発症前の30～40％

Ⅴ 動くたびに息が荒くなる。１日中ほとんど動かない。排泄や食事の際にも呼吸が荒くなる。 発症前の10％以下

＊原則的にAで評価するが、整形外科疾患などほかの基礎疾患を有するためAを利用しにくい場合、Bを利用する。

治することが多いです。すでに２カ月以上続いている咳は、

心拡大や肺疾患が関与し根治は難しいですが原因を究明し

緩和することを目指します。そこで、獣医臨床でも、咳の

持続期間を①急性発咳（２週間以内）、②遷延性発咳（２

〜８週間以内）、③慢性発咳（２カ月以上）に分類すると

よいと考えています（図２）。

　次に咳の程度は、①連日発症か否か、②１日何回咳イベ

ントがあるか、③１回の咳イベントにどれくらいの回数や

時間続くか、という３段階で問診を行います。そして、咳

の性質について、咳の契機、好発時間帯、咳の音量、１回

の咳時間、室内外どちらが多いか、terminal retch（咳イベ

ントの最後に開口し「カーッ」といって強く痰を喀出する

仕草）を伴うか、などを確認し、喉頭性、中枢気道性、末

梢気道性かを鑑別します。表６に咳の問診事項をまとめま

した。肺疾患性なら、湿咳で細菌性気管支肺炎、痰産生性

咳（productive cough）で好酸球性肺疾患、慢性気管支炎、

心拡大による気管支軟化症を疑います。

視診（inspection）
　呼吸困難（dyspnea）；本来患者が訴える症状（symptom）

を指します。患者の「息苦しい」という感覚であり、空気

飢餓感ともいわれ、換気要求の増加がその動物の換気応答
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急性発咳 遷延性発咳 慢性発咳

感染症による咳漱

感染症以外の原因による咳漱感
染
症
に
よ
る
咳
漱
比
率

（%）

0
0

100

2 4 6 8 10～
発症 症状持続期間（週）

図２　咳の持続期間と感染症との関係
発症から２週間以内の咳は感染症に起因する確率が
高く、２カ月以上経過している咳は感染症が主因に
なる可能性は低い。
咳漱に関するガイドライン第２版作成委員会，編，『咳
漱に関するガイドライン』第２版，2012年，日本呼吸
器学会より引用・改変

表６　咳の問診
咳の程度 1.�連日か 連日でない 連日

2.�咳イベント数/日 0～1 1～3 3～10 10～20 ＞20

3.�持続時間/咳イベント ＜15秒 15～30秒 30～60秒 1～2分 ＞2分

咳の性格 分類 代表疾患

咳の契機 安静時 末梢気道性 慢性気管支炎、気管気管支軟化症、
心拡大による気管支軟化症、急性気管支炎

興奮時 中枢気道性 軽度の気管虚脱、伝染性気管気管支炎、
急性気管気管支炎

飲水関連 喉頭性、
中枢気道性

咽喉頭炎、気管虚脱

起臥時など体動関
連

中枢気道性、
末梢気道性

気管気管支軟化症、
左心房拡大による左主気管支の圧迫

好発時間帯 夜間 末梢気道性、
中枢気道性

慢性気管支炎、気管気管支軟化症、
心拡大による気管支軟化症、急性気管支炎

朝方 末梢気道性 慢性気管支炎、気管気管支軟化症、
心拡大による気管支軟化症

日中運動時 中枢気道性 軽度の気管虚脱、
左心房拡大による左主気管支の圧迫

咳の音量・音調 音量大 喉頭性、
中枢気道性

咽喉頭炎、後鼻漏、軽度の気管虚脱、
伝染性気管気管支炎、急性気管気管支炎

音量小 末梢気道性 気管気管支軟化症、急性気管支炎、
細菌性気管支肺炎

高調 末梢気道性 気管気管支軟化症、急性気管支炎

室内発症 室内時悪化 末梢気道性 慢性気管支炎

terminal�retch 必ずあり 末梢気道性、
喉頭性

慢性気管支炎、気管気管支軟化症、
心拡大による気管支軟化症、急性気管支炎、
咽喉頭炎

常にはない 中枢気道性 軽度の気管虚脱、
左心房拡大による左主気管支の圧迫

能力を超えているときに生じます２）。急性呼吸困難は、他

覚的な徴候（sign）として表現すると呼吸促迫（respiratory 

distress）に相当し、表７のような過剰な呼吸負荷に対す

る種々の代償性姿勢変化や行動変化が認められます。右列

の所見は下方に行くほど重篤であることを示し、代償不能

になると起立不能となり失神します。急性呼吸困難では、

頻呼吸、チアノーゼ、呼気時喘鳴音を確認します。肉眼的

に明らかなチアノーゼが認められれば、動脈血酸素分圧が

39〜44mmHg以下の重篤な低酸素血症が存在していること

を示します。頻呼吸と呼気性喘鳴音は本誌p.21を参照くだ

さい。

　慢性呼吸困難；徴候としては、本誌p.21〜22で示したよ
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うに、浅速呼吸、努力呼吸、呼気努力、奇異呼吸の４つの

呼吸様式の異常で表現します。フレイルチェストは２カ所

以上の肋骨が連続して骨折した場合にみられる奇異的呼吸

運動です。肋骨骨折部分が吸気に陥没し呼気に突出します。

また、経過が長いと、体型の変化が現れます。樽胸とは樽

のように大きくなった胸郭拡大のことで、慢性閉塞性肺疾

患や肺気腫を示唆します。削瘦は呼吸症状の常在と慢性化、

腹囲膨満は肝腫大や腹水など右心不全徴候が肺性心との関

連を疑わせます。

　パンティング；１分間で200～400回の頻度をもつ浅く速

い呼吸のことをいいますが３）、呼吸困難ではなく体温調節

のための正常な生理活動です。１回換気量はほぼ死腔容積

と同じなので過換気になりません。頻呼吸とは症状が似て

いますが、病的であるということが異なります。そのため、

周囲の気温や運動後や興奮に関係なく、頻呼吸の状態は継

続します。

　来院時、呼吸困難を確認すれば診察より先に酸素室に入

れてから観察を行います。心肺疾患も上気道疾患も伴わな

い動物の熱中症ではチアノーゼを示さず、逆に高酸素血症

を示します。

　慢性発咳；診察台上での咳を観察します。１回の咳の時

間が吸気も呼気も長く、咳ごとに体を丸め頭部を下げ、つ

らそうに高調の咳を繰り返せば、末梢気道が関連します。

触診（palpation）
　胸郭の変形、肋骨の骨折、体表の熱感、脱水の程度、努

力呼吸の評価、BCS、体表リンパ節腫大、頸部周囲の塊病変、

頸部気管の形状、上腹部の固さ、股動脈圧（PFA）を診ま

す。

■胸郭の変形
　樽胸；肺気腫の動物では胸郭が背腹方向、左右方向にと

もに厚くなり、胸郭拡大を示します。

　漏斗胸；胸骨部がさまざまな程度で胸腔内側に陥凹して

います。肺活量が減少し、心臓や肺へ何らかの影響を示す

ようになります。

　鳩胸；肋骨が内方に屈曲し、胸骨部が「船先」のように

尖って前方に突出する胸郭の変形です。心臓や肺への影響

が少なく美容上以外問題ありません。ミニチュア・ダック

スフンドやチワワなどでみられます。

■努力呼吸の評価
　吸気努力；手のひらを両側の胸郭に当て、肋骨全体が吸

気時に前方に動くことを確認します。とくに中央より前方

の肋骨の運動が確認されます。通常、過剰な吸気努力は上

気道閉塞でみられますが、慢性肺疾患でもある程度の吸気

努力が認められることがあります。

　呼気努力；腹直筋を指で触れ緊張が呼吸ごとにあれば呼

気努力があります。腹直筋は呼気筋なので、この筋の緊張

は呼気相を意味します。吸気と呼気の識別にも役立ちます。

　上腹部拡大と固さ；肝腫大、肥満、胃拡張、腹腔内腫瘍、

子宮蓄膿症などで腹腔内容積が増大すると胸膜腔内容積が

制限される、末梢気道の気流制限が起こり、慢性発咳や呼

気努力などの原因となることがあります。

聴診（ausculation）
　耳で聞く異常呼吸音と聴診器を用いての聴診の２つを行

います。末梢気道および肺実質疾患ではまず呼気性喘鳴音

の有無を確認します。吸気性異常呼吸音は上気道疾患です。

聴診では聴診器の膜型を使用します。

　肺音；正常呼吸音と副雑音に分けて記述します。

　正常呼吸音は疾患の有無にかかわらず、正常安静呼吸に

て気道内の層流および乱流によって生じる音です。肺野聴

診は気道内の共鳴音が胸壁に到達するまでに肺実質内や胸

壁内で拡散し減衰する（フィルター効果）ので、音量も小

さく高調音もカットされます。正常呼吸音の評価で重要な

のは予期すべき音より大きいか小さいかということです。

気道径や肺容積に異常はなくても、呼吸数が増加すれば正

常呼吸音は増大します。したがって、正常呼吸音は聴取し

にくいですが、日ごろより正常音の強さをよく認識してお

く必要があります。また、スクリーニングに通常聴取する

表７　呼吸促迫の徴候
頻呼吸 鼻翼呼吸
多呼吸＊ 犬坐姿勢
努力呼吸 開口呼吸
呼気性喘鳴音＊＊ チアノーゼ
体動が少ない 頸伸展
視点が固定 肘外転
瞳孔散大 起立できず横臥
まばたきしない 失神
＊polypnea；深い呼吸。呼吸数は正常かやや速い。
＊＊末梢気道の気流制限がなければ生じない
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部位を決めておくとよいでしょう。 　心原性肺水腫では、状態悪化に伴いガラガラと鳴るよう

な強い音に変化します。これがコースクラックルです。コー

スクラックルは吸気も呼気も不規則に聞こえます。

打診（percussion）
■方法
　指で胸壁を打つことによりその音質で胸腔内容の情報が

得られます。通常左中指を胸壁に当て右手中指で左中指の

上を打診する方法が用いられます（図４）。コツは左の手

のひらと指をぴったりと胸郭に密着させてから打診します。

そうしないと音が出ません。胸膜腔内に液体が貯留してい

れば音は吸収され鈍い音質となり、気胸や肺気腫では高反

響音となります。

　打診音は、鈍い音から高反響音の順で、絶対的濁音；臀

部筋上「ペチペチ」、濁音；肝臓や著しい胸水貯留を含む

胸郭上、清音；正常肺野上、鼓音；胃ガス上「ポーンポーン」、

に分類されています５）。臨床上、清音は、さらに大きい清

音と小さい清音の打診音が表現され、前者は肺気腫や猫喘

息などで、後者は肺水腫などで生じます６）。やはり日ごろ

よりさまざまな犬種、被毛量、皮下脂肪の厚み、胸郭の形

での、胸郭肺野の清音、右季肋部の肝臓表面の濁音、左季

肋部の胃ガスの鼓音の耳の記憶が必要となります。ただ、

打診だけでは診断的意味はほとんどなく、視診・聴診・触

診と合わせて行うことで、はじめて診断意義が増します。

重度呼吸困難の診察時、診療補助するスタッフがいなかっ

たり、X線検査のリスクが高く実施できなかったりする場

合、これらの身体検査所見の組み合わせが有用となります。

例を表９に示しました。

表８　肺野における正常呼吸音の強さと病態との関係
病態 正常呼吸音の強さ

深い呼吸 増大
浅い呼吸 減少
皮下脂肪が多くずんぐりした胸壁、厚い被毛、筋量が多くがっしりした胸壁、樽胸 減少
痩せ形、少ない被毛、深く薄い胸 増大
エアートラッピングやFRCが増大し肺実質濃度が減少（喘息や肺気腫など） 減少
間質や肺胞内に細胞浸潤や滲出液が増加し肺実質濃度が増加（過水和、肺水腫、肺炎、気管支
炎など）

増大

胸膜腔内への液体や空気の貯留 減少
Smith�FWK,�Keene�BW,�Tilley�LP,�Rapid�Interpretation�of�Heart�and�Lung�Sounds�2nd�ed.,�St.�Louis,�Saunders�Elsevier.�2006,�p.87,�TABLE�4-3を和訳
して転載

　正常呼吸音の強さは、０：消失、１：減弱、２：普通、

３：増大、の４段階で表記することが推奨されていま

す４）。

　胸郭後部では正常なら肺胞呼吸音と呼ばれる弱い吸気音

のみ聞こえます。正常呼吸音の消失または減弱は、浅く弱

い呼吸、気胸、胸水、気管支の閉塞などで起こります。表

８に病態と正常呼吸音の強さとの関係を示しました。

　副雑音は気道内の異常が原因で生じます。図３に示した

ように、連続音か断続音、高調か低調によって、①ウィーズ、

②ロンカイ、③クラックルに分類されます。クラックルは、

ファインクラックルとコースクラックルの２つがあり、前

者は呼気時に虚脱していた末梢気道が吸気時に次々と突発

的に破裂様の開放を起こして生じ、後者は気道分泌液中で

の空気のバブリングによって生じます。

　ファインクラックルは獣医臨床で最も多く聴取される副

雑音です。肺線維症や慢性気管支炎でよく認められます。

吸気時に聴取され、音量が弱く高調な細かい断続性ラ音で

あり、出現時間が短く、遠くで小さくパチパチと軽くはじ

けるように聞こえます。よく聴取しないと聞こえないこと

もあります。おもに後肺野で聞こえます。同じ部位で聴取

を続けていても呼吸ごとに音は変化しません。

著者は、小型犬では胸郭の最も外方に突出した胸郭
後部、大型犬では胸郭の前・中・後部で聴取します。
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副雑音

>100 msec

連続性
ラ音

< 20 msec

断続性
ラ音

高調

低調

高調

低調

ウィーズ（wheezes）
＞300Hz

ロンカイ（rhonchi）
＜300Hz

いびき様、飛蚊音

ファインクラックル
（fine crackles）
吸気のみ、小さい音
＝「ベルクロラ音」
末梢気道が開放される音が
肺胞に共鳴する

コースクラックル
（coarse crackle）
吸気、呼気でもあり

泡の膜が破れる音

パチン！

ピープー

ブリブル・プー

ブチブチ

誤った指の
当て方 正しい指の

当て方

図３　呼吸副雑音の分類
気道の異常を示唆する。ウィーズ、ロ
ンカイ、クラックルに大きく分類される。
尾崎孝平,�「呼吸のフィジカルアセスメント　
呼吸を診るためのテキスト」第３版,�神戸,�
尾崎塾書院.�2009,�pp.107-124.　図10-6
より引用・改変

図４　打診の方法
左中指を胸壁に当て右手中指で左中指の上を打診する。左手のひらと指を胸壁に密着させることがポイント。

X線検査
　肺疾患の評価は、肺野異常陰影のパターン認識と分布を

みます。胸部X線検査のラテラル像１枚と胸部Ｘ線背腹

（DV）または腹背（VD）像１枚を撮影します。肺野を評

価するための適正な露出条件は、ラテラル像にて肩甲骨に

重なる部分で胸椎背側棘突起が識別でき（図５）、DV像に

て心基部と重なる椎体部分が識別できる（図６）ことにあ

ります。肺野評価であれば、最大吸気時に撮影します。

　撮影は閉口の状態で行います。びまん性陰影（図７）か

限局性陰影（図８）かをみます。陰影の程度にかかわらず、

一般にびまん性肺疾患は機能障害が大きくなります。肺野

表９　代表的な胸部疾患での聴診と打診音所見
正常呼吸音 呼吸副雑音 打診音

正常肺 普通 なし 清音
肺水腫 増大 クラックル 大きい清音
胸水 消失または減弱 なし 濁音
気胸 消失または減弱 なし 鼓音
Smith�FWK,�Keene�BW,�Tilley�LP,�Rapid�Interpretation�of�Heart�and�
Lung�Sounds�2nd�ed.,�St.�Louis,�Saunders�Elsevier.�2006,�p.88,�Table�
4-4より引用・改変

異常陰影の表記分類について図９に示しました。

　間質陰影（間質パターンともいう）；肺胞領域の含気を
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残して間質の炎症、浮腫、線維化、結節病変を反映した陰

影です。通常、肺血管走行は識別可能な程度のＸ線不透過

性を示し、びまん性に広がります。

　肺胞浸潤影（浸潤影、肺胞パターンともいう）；逆に肺

胞の気腔領域に広く液体が「浸潤」した状態を反映した陰

影で、この浸潤液は肺胞間の連絡孔であるKohn孔を介し

隣接気腔に流出進展し、小葉内および肺葉内に次々と広

がっていきます。したがって、境界不明瞭、融合性、斑状

などの性格をもつ限局性あるいはびまん性Ｘ線不透過性陰

影です。浸潤領域の中を走行する気管支のガスは滞留拡張

し周囲の不透過領域に対しコントラストが生じ、エアブロ

ンコグラム（air bronchogram）が肺野異常影中にみられま

す。

　気管支パターン；気管支粘膜およびその周囲の間質の炎

症や浮腫、気管支内分泌物貯留を反映した陰影であり、縦

断面でtram lineと呼ばれる２本線像や、横断面で輪状陰影

やperibronchial cuffingと呼ばれる円形状にみえます。ただ

し画像だけでは気管支壁内の粘膜病変なのか、壁外の間質

病変なのか鑑別はできません。そのため、「気管支パターン」

のみを所見として強調することは避けたほうがよいと思い

ます。同時にスリガラス様陰影や網状または細網状陰影な

ど、間質陰影の要素を探すことができれば「気管支パター

ン」は壁外病変であると判断できます。

　びまん性透過性亢進；肺胞壁の破壊によって生じた肺気

図５　肺野を評価するための適正な露出条件（ラテラル像）
肩甲骨に重なる部分で胸椎背側棘突起が識別できることとされる（➡）。

図７　びまん性肺野異常陰影
努力呼吸を示した12歳齢の雑種犬。びまん性間質陰影を示
している。心陰影不鮮鋭。pH�7.466、Paco₂�28.7mmHg、
Pao₂�63.2�mmHg、AaDo₂�50.5mmHgとAaDo₂の著しい
開大を伴っている。�

図６　肺野を評価する適正な露出条件（DV像）
心基部と重なる椎体部分が識別できることとされる
（➡）。
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腫と考えられ（図10）、限局性境界明瞭な透過性亢進所見

は嚢胞または空洞性病変と考えられ、気管支拡張症や肺吸

虫症の可能性もあります（図11）。

　X線検査は呼吸器疾患診断に非常に重要であることには

間違いありませんが、主観評価であるという重大な欠点が

あります。異常陰影を偶発的に生じたアーティファクトと

思い込んだり、加齢性所見と判断したり、偽間質陰影と考

えたり、正常範囲として見落としてしまったり、読影者に

よって差が出たり、結局は画像だけでは最終判断を下せな

いことが多々あります。そのような場合、同時に動脈血ガ

ス分析の客観データが加わると、異常画像の真偽を明確に

することができ、「やはり異常所見だったか」と再認識で

きます。間質性肺疾患の場合、このようなことがよく起き

ます（図12）。

透視検査
　肺疾患における透視検査の意義は、嚢胞状病変や気管支

拡張症や気管支軟化症で呼吸相間の動きをみることにあり

ます。X線検査では識別しにくい嚢胞状病変が膨らんだり

縮小したりする動きが明瞭になるので、その位置を把握す

ることができます。また、気管支軟化症も動きが明瞭とな

図８　限局性肺野異常陰影
呼吸症状のない11歳齢のポインター。嘔吐検査時に偶然見
つかった限局性肺野異常陰影。心陰影鮮鋭。心陰影の前背方
に明かな大きな硬化がみられる。陰影は明らかに前図の陰影
より大きく強い不透過性を示すが、pH�7.458、PaCO₂�
40.7mmHg、PaO₂�88.3�mmHgと酸素分圧は正常。�

肺野全体の透過性　＝　心陰影の鮮鋭度

肺野
異常陰影

びまん性

限局性

間質陰影

肺胞浸潤影

気管支パターン

透過性亢進

スリガラス様陰影

多発性粒状/結節影

網状陰影

境界明瞭

境界不明瞭

孤立結節陰影（間質陰影）

肺胞浸潤影

透過性亢進

境界明瞭

境界不明瞭

境界明瞭

境界不明瞭

嚢胞状陰影は、気管支性嚢胞、肺胞性嚢胞（ブラ）、腫瘍などの間質陰影の可能性あり。

注意

胸水を伴うときは、肺野異常陰影は識別困難となる。

図９　肺野異常陰影の分類
まず肺野全体の透過性を心陰影の鮮鋭
度で評価し、次にびまん性か限局性を
評価。さらにパターン認識を行う。結
節陰影の境界は、周囲への炎症反応や
Ｘ線投射方向に複数の結節病変が重な
ることによっても不鮮鋭になる。肺野
異常影は部位とパターン認識を具体的
に記述するようにする。たとえば、「右
中肺野に限局性肺胞浸潤影が認められ
た」のように記述する。
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りますので虚脱の程度が葉気管支までか、主気管支までか、

気管分岐部まで含むのかがよくわかります。

動脈血ガス分析
　動脈血ガス分析は、①低酸素血症、②高炭酸ガス血症、

および③酸-塩基平衡障害を評価し、小動物臨床では無麻

酔で実施可能な唯一の呼吸機能を定量できる検査法です７）。

近年、１回換気フロー・ボリューム曲線解析８、９）やボディ

プレチスモグラフィ10）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語が動脈血酸素分圧 

図10　びまん性肺野透過性亢進
10歳齢のシー・ズー。呼気努力による呼吸困難を示す。びま
ん性透過性亢進と肺過膨張がみられる。血液ガス分析で軽度
の動脈血炭酸ガス分圧の上昇がみられ、肺気腫優位の慢性閉
塞性肺疾患と診断した。

図11　境界明瞭な限局性肺野透過性亢進
12歳齢のチワワ。慢性発咳と低酸素・高炭酸ガス血症を示し慢性
閉塞性肺疾患と診断していた。肺野に境界明瞭な限局性透過性亢
進領域を３カ所確認できた。機序はよくわからないが気管支拡張
症から後天的に巨大嚢胞が形成されたと考えている。�

図12　努力呼吸を主訴とする犬の胸部Ｘ線画像
15歳齢の雑種犬。軽度の努力呼吸が観察された。加齢性所
見と判断されるほどごくわずかな淡いスリガラス様陰影がみ
られるだけであったが、ガス分析所見はpH�7.45、PaCO₂�
33mmHg、PaO₂�58�mmHg、AaDO₂�54mmHgと重度の低
酸素血症を示した。特発性間質性肺炎と診断した。
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末梢気道および肺実質疾患の検査と確定診断までの流れ

60 mm Hg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11）。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10に示しました12-15）。また文献16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

は以下のとおりです。

　pH；全体としての酸-塩基平衡状態の結果を示します。

生体内でのホメオスタシスにより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。腎臓での代

償が安定するには少なくとも48時間は必要とされます17）。

　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。換気量はおもに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といいます。肺間質

には肺C線維受容体が存在し、局所の炎症や浮腫に対して

呼吸中枢に刺激を伝達し、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）；血中に存在する酸素の総量を

反映します。PaO₂は動脈血に溶解している酸素の分圧を示

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80 mm Hg未満であることをいい

ます18）。PaO₂が70〜79mm Hg を軽度、60〜69 mm Hgを中

等度、45〜59 mm Hgを重度、45 mm Hg未満を重篤の低

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ります。したがって、PaO₂ 60mmHg

はcritical pointでありさまざまな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。おもに腎臓からの不揮発性酸の排泄の状態を

反映します。慢性呼吸器疾患では代償性に上昇します。

　AaDO₂（肺胞気動脈血酸素分圧較差）；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13）。シャント、拡散障害、換気

血流比不均等で開大します。PIO₂（吸入気酸素分圧）の低

下や肺胞低換気では開大しません。

　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。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、肺胞低換気、拡散障害、シャ

ント、換気血流比不均等（図14）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。

動脈穿刺
　穿刺は大腿動脈にて行います。測定対象が血液中に溶解

しているガスであるため、採取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°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15）。

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

表10　動脈血ガス分析の正常値
犬12〜15） 猫12）

pH 7.40±0.05 7.35±0.11
Pco2 （mmHg） 34.0±5.0 33.5±7.5
Po2 （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

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

Pao₂

PIo2

VA

= PAO₂ - PaO₂

Qc

・

・

AaDO₂

PAO₂

図13　肺胞気動脈血酸素分圧較差（AaDo₂）の概念
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図14　換気血流比不均等の全パターン

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19）。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20）。これらは全身状態に影響を与

えずすべて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

る犬で有意に高い併発症の発現率を示

しました20）。

図15　犬の動脈穿刺
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性を保たなければいけない。�

筆者は、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、値がほぼ安定してきたと
きの最大値を採用しています。

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。しかし、パルスオ

キシメーター測定はプローブを尾根や耳介などで測定しま

すが、体動で不安定となるので実際は測定に手間取ります。

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。口になるべく密着し死腔を少なくするマ

スクを介して、カプノグラムを記録しています。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。

おわりに
　呼吸症状を示す動物に対し、初期から冷静かつ的確に対

処するには日ごろから基本をよく整理して理解しているこ

とが不可欠となります。基礎なく漫然と数をみても何も上

達しません。咳なら受容体刺激部位を、呼吸困難であれば

病態分類カテゴリーを、初期段階で把握することに努め、

早計な診断を下す前に、問診と身体検査所見から着実に所

見を積み上げていってください。初期安定化の方向が定

まってきます。精査による確定診断は状態安定後に行いま

す。
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　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AaDO₂値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：15.2±7.2mmHg、上気道・中

枢気道閉塞疾患症例群：24.3±10.3mmHg、心原性肺水腫症例群：54.8±14.4mmHg�でした（図16、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る可能性があ

ります。非循環器・非呼吸器疾患群と上気道・中枢気道閉塞群の75％点の差の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、＜20mmHgで正常、20～30mmHgで肺機

能異常の可能性あり、＞30mmHgで異常と解釈できます。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。

AaDO₂値の利用

AaDo₂
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図16　３疾患群のAaDO₂の比較
非循環・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・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。
（1996.4～2008.6���初診時の初回検査のみ。犬と猫）




