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気管支鏡検査にて気道分泌物
過剰を示し細気管支肺胞上皮
癌と診断した猫の2例 

城下幸仁1）、金井孝夫2）†、足立衛紀3）、 
布川康司4）、川西 歩4）、清水玲子1） 

1）相模が丘動物病院 呼吸器科（神奈川県）、2）ヴィベック金井ラボ（東京都）、
3）足立どうぶつ病院（神奈川県）、4）ぬのかわ犬猫病院（神奈川県） 

第37回動物臨床医学会記念年次大会（大阪）　2016.11.18-20 
症例検討-呼吸器	 “ゼロ音” 

プロフィールと来院経緯 

症例１ 
ロシアンブルー	  

オス（去勢済）	  
8歳	  

体重4.5kg 
「2ヵ月前からの湿性咳、

 浅速呼吸、ゼロ音、      
 肺野異常陰影あり。 	  

ステロイドに反応するが
中断ですぐに再発」 

症例２ 
アメリカンショートヘアー	  

オス（去勢済）	  
10歳	  

体重7.0kg 
「2ヵ月前からの湿性咳、

 浅速呼吸、ゼロ音、      
 肺野異常陰影あり。 	  

心筋症否定され、SAA正常、	  
内科療法に反応不良」 

検査所見 
症例１	 症例２	

身体検査	 T:39.7	  　P:212　R：56	  
ゼロ音、	  
呼吸数増加を伴った努力呼吸	

T：37.7　P：196　R：64	  
ゼロ音、	  
呼吸数増加を伴った努力呼吸、	  
肺音にコースクラックル	

血液検査	 WBC　3800/mm3	 特異所見なし	

凝固系検査	 PT	  7.7秒、APTT	  14.4秒	 PT	  8.4秒、APTT	  28.2秒	

動脈血	  
ガス分析	

Pao2　68 mmHg	
AaDo2  48 mmHg	

Pao2  42　→ 63 mmHg	
AaDo2  66　→ 52 mmHg	
(→: IPV/週/回、計4回)	

症例１-胸部Ｘ線検査 

＃1-DAY1	

3.8cm	

#1-DAY1	
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症例１-CT検査 

L	 R	

#1-DAY30	

気管支 
リンパ節
腫大（ー）	

１.1ｃｍ	

2.5cｍ	
#1-DAY1	

症例１−気管支鏡検査	

　　 BALF, 気管支ブラッシング 
細胞診：悪性/特異的炎症所見なし 
微生物：細菌分離なし	

経気管支肺生検 症例１-‐経気管支肺生検 

腺癌	

不整な腺細胞	

症例１-右肺後葉の肉眼所見 

#1-DAY56	
Lobectomy	

症例１-肺病理組織 

弱拡大 強拡大 
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症例１-最終診断 

細気管支肺胞上皮癌 
Bronchioloalveolar carcinoma (BAC)＊ 

分類　T2N0M0 

＊Dungworth DL, et al. WHO Histological Classification of Tumors of the Respiratory System of Domestic Animals.  
　 Washington, D. C.: AFIP; 1999.	

症例２-胸部Ｘ線検査 

#2-DAY1	

4.8cm	

#2-DAY2	

症例２-CT検査 

R	L	

#2-DAY51	

気管支 
リンパ節 
腫大（ー）	

4.2cm	 

#2-DAY30	

症例２−気管支鏡検査	

　　 BALF, 気管支ブラッシング 
細胞診：悪性/特異的炎症所見なし 
微生物：有意な起炎菌なし	

症例２-‐経気管支肺生検 

悪性所見なく気管支腺増生のみ、炎症像なし 	
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症例２-右肺後葉の肉眼所見 

#2-DAY64	
Lobectomy	

症例２−肺病理組織 

弱拡大 強拡大 

症例２−最終診断 

細気管支肺胞上皮癌 
Bronchioloalveolar carcinoma (BAC)＊ 

分類　T2N0M0 

＊Dungworth DL, et al. WHO Histological Classification of Tumors of the Respiratory System of Domestic Animals.  
　 Washington, D. C.: AFIP; 1999.	

治療転帰 

症例１ 
第170病日	  
糖尿病。ステロイド中止	  

第177病日（術後121日目）	  
胸部CT検査にて左肺野の浸
潤影が拡大	  

第208-‐253病日	  
インスリン療法。	  
咳は少なく一般状態良好。	  

第330病日（術後274日目）	  
経過良好。日常生活支障なし	  

症例２ 
術後、咳とゼロ音消失	  

第85病日（術後21日目）	  
Pao2 107mmHgに回復	  

第149病日（術後85日目）	  
胸部CT検査で残存結節陰影
の増大なし	  

第261病日（術後197日目）	  
無処置で咳もゼロ音もなし	  

BAC 
•  腺癌の一亜型＜特異的な肺腫瘍。組織侵襲がない1,2） 

•  起源はクララ細胞やⅡ型肺胞上皮細胞1,2） 

•  細気管支肺胞上皮が“ウロコ状（lepdic)”に増殖して管状形成するが、
間質や血管や胸膜浸潤がみられない1） 

•  孤立性は予後良好、びまん性は予後不良3） 

•  びまん性BACの発症論： 
　　多源性❌ 、原発病巣から経気道/リンパ行性転移 3） 

•  自然発症の猫原発性肺癌の20.5%(8/39例)4）。症状記載なし 

•  剖検診断猫BACのCXRの後向き研究にて、気管支肺胞混合パターン
、境界不明瞭マス陰影、空洞病変の3タイプの画像所見があった5）。  
 咳やゼロ音の症状記載なし 

引用文献 
1） Christiani DC, et al. BAC Consensus Conference, November 4-6, 2004: Epidemiology, Pathogenesis, and Preclinical Models. J Thorac Oncol 
2006;1:S2-S7. 
2） Dungworth DL, et al. WHO Histological Classification of Tumors of the Respiratory System of Domestic Animals. Washington, D. C.: AFIP; 1999. 
3) Hill CA. Bronchioloalveolar carcinoma: a review. Radiology 1984;150:15-20.  
4） D'Costa S, et al. Morphologic and molecular analysis of 39 spontaneous feline pulmonary carcinomas. Veterinary Pathology 2012;49:971-978. 
5） Ballegeer EA, et sl. Radiographic appearance of bronchoalveolar carcinoma in nine cats. Vet Radiol & Ultrasound 2002;43:267-271.	

猫BACとヒトBAC 

•  ヒト、猫、羊ではBACが生じやすい1,2) 

•  分子生物学的にヒトと猫は相同性あり？ 
– EGFR遺伝子変異発現率 
ヒトBAC 10-30% 3）　　 
猫肺原発腫瘍に20％（5/24例）4） 

– TTF-1発現率 
ヒトBAC 100% 2） 

猫BACの１例に発現が確認された 2） 

引用文献 
1) Dungworth DL, et al. WHO Histological Classification of Tumors of the Respiratory System of Domestic Animals. Washington, D. C.: AFIP; 1999. 
2）Grossman DA, et al. Comparative oncological studies of feline bronchioloalveolar lung carcinoma, its derived cell line and xenograft. Cancer  
research 2002;62:3826-3833. 
3）Flieder DB, et al. Adenocarcinoma of the lung. In: Spencer's Pathology of the Lung, 6th ed. Cambridge University Press; 2013:1043-1092. 
4）D'Costa S, et al. Morphologic and molecular analysis of 39 spontaneous feline pulmonary carcinomas. Veterinary pathology 2012;49:971-978. 
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ヒトBACと気道分泌物過剰 
気管支漏：1日100mL以上の喀痰を難治的に喀出する気
道分泌物過剰。喘息やBAC関連の報告が多い。BAC関
連例では、“肺炎様陰影を伴う腺癌”と称される1）。 

気管支漏に対する治療 
ステロイド大量投与2） 

気管支拡張剤・ステロイド吸入療法2） 

マクロライド長期少量投与3） 

インドメタシン吸入4） 

外科切除1） 

EGFR-TKI（ゲフィニチブ「イレッサ®」）5-6） 

引用文献 
1）　Wislez M, et al. Chest 2003;123:1868-1877. 
2）　Nakajima, et al. Intern Med 2002;41:225-228. 
3）　Hiratsuka T, Mukae, et al. J Jap Respir Soci 1998;36:482-487. 
4）　Homma S, et al. Chest 1999;115:1465-1468. 
5）  Takao M, et al.. World J Surg Oncol 2003;1:8. 
6）  Sanz Rubiales A, et al. J Pain Symptom Manag 2014;47:e7-9. 

結語 

•  “ゼロ音” を示した猫２頭に、ヒトBAC関
連気管支漏に相似する肺疾患を経験した。 

•  今回２例は、多発性であったが主要病巣
は偏在し、外科切除が適用でき経過良好
であった。 

•  “ゼロ音”は、ヒト気管支漏で生じる　    
　「死期喘鳴（death rattle）」に相当し、　　
「cat’s rattle」と呼ぶのがふさわしいと　
考えられた。 

金井孝夫先生のご冥福を 
お祈りします 


