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気管支鏡検査による確定診断

はじめに
　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）や透視ガイド下で肺生検を行うことができ

ます。

気管支鏡検査
　気管支鏡検査により、同定可能な疾患１）を表１に列記し

ました。表２に検査概要を示しました。PaO₂ 60mmHg未満、

血液凝固能低下、体重2.5kg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。

合併症は不適切な症例選択や不慣れな手技によって起こり

得ます。しかし、麻酔や検査手技の侵襲を理解すれば十分

予防可能です。猫では高率に覚醒後に嘔吐がみられますが

翌日には消失します。

気管支鏡検査による確定診断

■ 基本手技とBAL回収液の処理と解析

Text  城下 幸仁

　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ます。胸部X線検査では気管

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１）２、３）。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、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

の安全面や手技面で多くのメリットがあります。

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0.05mg/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、SPO₂、心電図、血圧、およびカプノ

グラムをモニタリングします。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

使用できます。筆者は仰臥保定で行っています（図２）。

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

　筆者は、猫や体重3.5kg未満の犬には挿入部径2.5
または3.6mmの細径気管支ファイバースコープ（有
効長550mm、鉗子チャネル径1.2mm）、体重3.5
～14kg未満の犬には挿入部外径4.0mmの細径気
管支ファイバースコープ（有効長600mm、鉗子チャ
ネル径2.0mm）、体重14kg以上の犬には挿入部径
6.0mmの 小 動 物 用 ビ デ オ ス コ ー プ（ 有 効 長
950mm、鉗子チャネル径2.0mm）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。

表1　 気管支鏡検査で確定できる疾患＊

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
気道内寄生虫
肺および気管腫瘍

＊陽性所見で確定できるもの。疾患名は文献１に基づく。
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比較的スムーズに操作が行えるようになります。また、

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。自発呼吸安定後、

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設

置しています（図３）。最も小さいサイズのラリンゲルマ

表２　犬・猫の気管支鏡検査

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

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 60mm 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

麻酔
前処置 鎮静薬およびアトロピン（必須）
導入 プロポフォールまたは超短時間バルビツレート
維持 プロポフォール持続投与0.1～0.4mg/kg/min

検査項目と目的

観察 異常部位把握と肉眼所見記録
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
BAL 肺胞・間質領域における病態評価と微生物学的評価
鉗子生検（直視下） 粘膜病変の組織標本採取
鉗子生検（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、薬剤散布、バルーン気道拡張

図１　胸部X線写真との気管支走行との関連
a；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。
b；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。

a b
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スクでも内径（ID）5.25mmあり、猫や体重1.5kg程度の

極小犬にも設置可能となります。さらに挿入部径3.6mmの

気管支鏡が余裕で通過できます。一方、ID4.5mm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３

参照）。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４）。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５）、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。検査終了後、

ラリンゲルマスクを気管チューブに入れ替えます。抜管後

少なくとも24時間は酸素室管理とし、検査後３日間は咽喉

頭からの気道汚染対策として抗菌薬を投与します。

図２　気管支鏡検査の様子
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に鉗子を通している。

図４　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５　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。

図３　ラリンゲルマスクとＹ型アダプター（a）とID4.5mm
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 5.25ｍｍであり、挿入
部径3.6ｍｍの気管支鏡が余裕で通過できる。一方、ID 4.5mm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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　原則として、観察、気管支ブラッシング、粘膜生検、経気管支肺生検、BALの順で検査を行います。

ⅰ）観察；気管支鏡的分岐命名法４、５）にしたがい系統的に観察します（図６）。方向、位置、気管支および

分岐角度をただちに識別できるようにします。粘膜や壁構造の変化、管内および管外要因による変化をみます。

ⅱ）気管支ブラッシング；粘膜主体病変の評価です。上皮層病変に対し直視下に行います（図７）。もしくは

目的気管支の末梢気道病変や病原体の評価も可能です。出血リスクの高い症例において肺生検の代用として

もある程度有用です。細胞診と微生物検査に供します。

ⅲ）粘膜生検；粘膜下主体病変の評価です。粘膜や隆起性病変に対して直視下にて行います（図８）。病理検

査に供します。動脈瘤などの柔軟な拍動性隆起は生検禁忌です。

検査の手順

図６　犬の気管気管支樹と気管支鏡的命名法４、５）

方向と分岐順にしたがって命名法が提唱されており、気管支鏡所見はこの略語で部位表現される。番号順に観察する。

①声門

②③気管 ④ 気管分岐部
⑤右主気管支

仰臥位

⑥右前葉気管支
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図７　粘膜病変部の気管支ブラッシング
サンプルは細胞診と微生物検査に供する。 

図９　経気管支肺生検
目的気管支に鉗子を導入し透視下で行う。

図８　直視下生検
気管分岐部の結節病変に対し生検を行った。シー・ズー、9
歳齢、雌。好酸球性気管支肺症。

図10　気管支肺胞洗浄
術者はモニタを見ながらスコープ先端を固定し助手が注入す
る。

ⅳ）経気管支肺生検；肺実質病変の評価です。透視下で行います（図９）。予定した目的気管支に鉗子を誘導

します。出血を最小限にするためできるだけ末梢部で生検を行います。

ⅴ）気管支肺胞洗浄（BAL）；末梢気道および肺胞領域の評価です。滅菌生理食塩液10mL×３回（外径4.0mm

以下の気管支ファイバースコープ使用時）または25mL×３回（外径6.0mmのビデオスコープ使用時）を注

入し回収します（図10）。回収液を、総細胞数算定、細胞診、グラム染色、細菌培養に供します。検体評価の

ため挿入気管支、注入量、回収率を必ずデータに付記するようにします。
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図11　犬の気管気管支樹（a）および気管支鏡正常所見（b）
ｂの１～４は各断面（aの１～４に対応）での気管支鏡の正常所見を示す。１は気管、２は気管分岐部、３はRB1（肺外気管支）、４はRB4すなわ
ち右後葉の肺内気管支内。３の縦走弾性線維の透見所見と４の右側２本一対の区域気管支に注目。

肉眼観察所見の読み方
　肉眼所見；正常所見（図11）。粘膜の色/襞/上皮下血管、

中枢気道の虚脱/狭窄、分泌物、分岐部の鈍/鋭などをみ

ます（図12）。

気管支肺胞洗浄液（BALF）の
処理と解析
　BALFの処理；回収後１時間以内に処理します。回収原

液をよく撹拌し、まず血球計算盤を用いて総細胞数を算定

します。細胞沈降法により３標本作製し、１枚目は細胞診、

２枚目はグラム染色、３枚目は染色せずに保管しておきま

す。回収原液の残りを細菌培養検査に供します。

1

a b

3

2

4

　BALFの評価；正常値の文献値と自験データを表３に示

しました。BALFで観察された起炎菌の評価については表

４に示しました６）。犬ではPseudomonas 属やBordetella 

bronchiseptica、猫ではPasteurella 属の細菌が頻繁に起炎菌

として同定されます７）。 細胞診は、急性好中球性炎症、慢

性活動性炎症、慢性炎症、好酸球性炎症、出血、腫瘍に分

類８）して評価します（図13〜19）。筆者はこの分類にリン

パ球増加型（図20）を加えるべきと考えています。

おわりに
　気管支鏡検査は確定診断のための有力なツールですが、

安全かつ有効に実施するためには、適応可能かよく検討し、

何を調べるのか目的をもって行ってください。
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表３　BALF解析の正常値

犬 猫
文献８ 文献９ 自験値＊ 文献８ 文献９ 自験値＊＊

Total nucleated cells/µL 200±86 200～400 184±102 241±101 200～400 112±116
Differential（％）
　Macrophages 70±11 83 89±10 70.6±9.8 65 81±10
　Lymphocytes 7±5 6 5±4 4.6±3.2 4 3±3
　Neutrophils 5±5 5 5±8 6.7±4.0 5 4±3
　Eosinophils 6±5 4 0±1 16.1±6.8 25 12±9
　Mast cells 1±1 2 0±0.2 NR 1 0
　Epithelial cells 1±1 0 0 NR NR 0

NR；not reported
＊　中央値±四分位範囲（n=5、計23回、平均回収率57.2±13.0％ ）
＊＊　中央値±四分位範囲（n=7、計24回、平均回収率70.2±12.8％）

図12　肉眼観察所見
粘膜の変化、壁構造の変化、管内要因、管外要因に整理して観察する。　
a；気管粘膜の著しい充血。雑種犬、12歳齢。雄、甲状腺癌。
b；気管分岐部にて左右主気管支およびすべての葉気管支の拡張。ラブラドール・レトリーバー、５歳齢、雄。びまん性嚢胞状気管支拡張症。
c；右主気管支に異物嵌入。ジャーマン・シェパード・ドッグ、６カ月齢、雌。気道異物（ナツメの実）。
d；気管分岐部の鈍化。ミニチュア・ダックスフンド、11歳齢、雌。肺門リンパ節腫大。

a

c

b

d
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表４　BALFを用いた細菌性肺炎の起炎菌の評価基準

扁平上皮 全細胞数の１％以下

細
菌

定量培養 1.7×103CFU/mL以上
グラム染色 50視野（X1000）中、１視野でも２個以上の細胞内細菌がみられる。

BAL検体の定量細菌培養およびグラム染色標本によって以上条件を満たす細菌があれば、細菌性下気道感染症と診断してよい。またそ
の細菌を起炎菌とみなしてよい。この診断基準は感度87％、特異度97％である６）。

図13　BALF細胞診；正常
中等大以上の泡沫状マクロファージは認めない。チワワ、５歳齢、雄。
原発性気管虚脱グレード2。

図15　BALF細胞診；慢性活動性炎症
中等大の泡沫状マクロファージと好中球が増加していた。ミニチュ
ア・ダックスフンド、６歳齢、雄。慢性特発性鼻炎に伴う慢性気管支
炎。

図14　BALF細胞診；急性好中球性炎症
圧倒的多数の好中球を認めた（91.5％）。アメリカン・コッカー・ス
パニエル、２カ月齢、雌。細菌性気管支肺炎。

図16　BALF細胞診；慢性炎症
泡沫状化していないマクロファージが多数を占めていた。チワワ、７
歳齢、雌。全身性免疫介在性疾患に伴う間質性肺疾患。
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図19　BALF細胞診；腫瘍
上皮系の異型細胞の集塊を認める。ミニチュア・ダックスフンド、
10歳齢、雄。びまん性肺腺癌。

図20　BALF細胞診；リンパ球増加型
圧倒的多数の小リンパ球を認めた（68.2％）。マルチーズ、６歳齢、雄。
過敏性肺炎。

図17　BALF細胞診；好酸球性炎症
好酸球が44.2％を占めた。雑種犬、１歳齢、雌。慢性特発性好酸球
性肺炎。

図18　BALF細胞診；出血
多 量 の 赤 血 球 を 背 景 に 多 数 の 泡 沫 状 のhemosiderine-laden 
macrophage（ヘモジデリン貪食マクロファージ）を認めた。ラブ
ラドール・レトリーバー、10歳齢、雄。肺血管肉腫。




