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Compendium

Aspiration pneumonia（狭義の誤嚥性肺炎，以下，誤嚥による細菌性肺炎）とAspiration 

pneumonitis（誤嚥性肺障害）は，獣医療，ヒト医療において遭遇することの多い疾患である。健康状

態や薬物によって誤嚥するリスクが高まるので，可能な限り予防措置をとるべきである。犬が口腔内や

胃の内容物を誤嚥し，肺炎まで進行した場合，モニタリングと支持療法は必須である。本稿では誤嚥に

よる細菌性肺炎の病態生理と予防，そして診断について述べる。

A B S T R A C T

68 2013. 9

翻訳：生石泰久（ライト動物病院）

監訳：城下幸仁（相模が丘動物病院）

692013. 9

誤嚥とは，液体や微粒子を気道内へ吸入することで

ある。臨床医学では，吸入物質は胃内容物や口腔内容物

に起因する。誤嚥性肺障害とは，これらの物質を気道内

に吸入した結果，気道や肺実質に炎症が生じたものであ 

る1-3。誤嚥による細菌性肺炎とは，誤嚥に続発して肺実

質の細菌感染が生じたものである。細菌が混入した内容

物を吸入した場合，これらは同時に起こりうる。また誤

嚥性肺障害の患者の気道内に細菌が定着した場合も，細

菌性肺炎は起こりうる1-4。

病態生理

誤嚥による細菌性肺炎は3つのステージからなる。最

初のステージは誤嚥後すぐに生じる1。この段階では，

吸入した液体の性質（刺激性や酸性）が直接，気道と肺

実質の損傷につながる3,5。組織の損傷はサイトカインや

他の炎症性メディエーターの活性化の引き金となる 2。

その炎症はⅠ型肺胞上皮細胞のネクローシスを誘導し，

細気管支収縮，肺出血，粘液産生の促進，血管透過性

亢進を引き起こし，結果的に肺実質にタンパク質が漏出

して肺水腫となる 4-5。そして最終的には肺虚脱や無気肺

になる4。第 2ステージは誤嚥してから4 ～ 6時間後に始

まり，12 ～ 48時間持続し，好中球が肺胞と間質へ浸潤

する1,3。このステージにおいては，血管から持続的にタ

ンパク質が漏出することによって生じる高タンパク性の

肺水腫の進展，好中球隔絶と活性化および炎症誘発サイ

トカインの放出が特徴である 3,4。第 1，第 2ステージは

誤嚥性肺障害に相当する。第 3ステージは誤嚥による細

菌性肺炎に相当し，気道と肺実質における細菌の定着を

伴っているという点で誤嚥性肺障害と異なる1,4,5。

病因

犬はさまざまな状況下で誤嚥のリスクが増加し，結果

として肺炎になる（BOX1）。また強力な鎮静や全身麻

酔下では誤嚥のリスクが高まるとの報告がある 6-9。麻薬

を用いた麻酔前投与により，胃からの逆流や吐出，誤嚥

が起こりやすくなるとの報告もある 10。食道や喉頭の機

能に影響する神経の状態も，頭部外傷や発作と同様に，

誤嚥に関与する3,11-14。椎間板疾患の診断や治療のために

全身麻酔をかけた犬における研究では（2009），麻酔後，

嘔吐や吐出した症例において頸部障害や四肢不全麻痺が

認められており，長時間の麻酔処置（平均 4 ～ 4.5時間）

や，複数回の麻酔処置は肺炎を誘発することが示唆され

た15。さらに，栄養チューブを設置している犬は，経チ

ューブ投与後に胃拡張や弛緩のために誤嚥のリスクが増

加する1。さまざまな原因による嘔吐や吐出のほかに，

喉頭もしくは食道の障害，不安，痛みも誤嚥を引き起

こす要因になりうる。ヒスタミン 2型受容体阻害薬（H2

ブロッカー），もしくはプロトンポンプインヒビター

（PPIs）は胃内腔をアルカリ化し，二次的に腸内細菌の

胃内腔での定着を促進させる可能性がある16。そのため，

これらの薬を服用することにより，細菌性の誤嚥性肺炎

を引き起こす可能性がある16。

予防方法

誤嚥による細菌性肺炎のリスクの高い患者に対して

は，予防のために多くの方法が用いられている。その1

つとして術前の絶食が推奨される。しかし，理想的な絶

食時間には諸説ある。最近の報告では，麻酔前 12 ～ 18

時間の絶食という過去の報告は不必要なだけでなく，有

害である可能性が示唆されている17,18。Shiunらは17，麻

K ey P oints
● 	誤嚥による細菌性肺炎はさまざまな状況下で起こ

りうる
● 	誤嚥による細菌性肺炎の仮診断は病歴や身体検

査，胸部Ｘ線検査に基づいて行う
● 	誤嚥による細菌性肺炎の確定診断は，肺滲出液の

培養によって行う
● 	しばしば口咽頭部の常在細菌や腸内細菌が起炎菌

となることがある

BOX1．胃内容物の誤嚥を引き起こす危険因子 3,4

大量の胃内の食物，液体
●  胃排出の遅延

 ―胃腸運動障害

 ―イレウス

 ―幽門流出障害

 ―腸閉塞

 ―痛み

 ―不安

 ―オピオイド投与

 ―妊娠

 ―肥満
● 	過食傾向
● 	経腸チューブによる栄養過剰

食道異常
● 	食道閉塞（異物，右大動脈弓遺残，狭窄）
● 	食道運動障害

 ―巨大食道症

 ―重症筋無力症もしくは他の末梢神経障害

 ―逆流性食道炎

 ―アカラシア
● 	胃食道括約筋不全

経鼻胃チューブの設置

異物／閉塞

咳反射の低下
●  意識障害

 ―鎮静／全身麻酔

 ―頭部外傷

 ―発作

 ―脳障害

 ―昏睡
● 	気道の機能障害

 ―喉頭・咽頭機能障害もしくは手術

 ―気道傷害

その他
● 	気管切開
●  胃チューブ
●  口蓋裂
●  虚弱，不全麻痺，麻痺
●   代謝障害（重度の低カリウム血症，低マグネシウ

ム血症）
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酔前の8時間の絶食，2時間の絶水は全身麻酔下におけ

る胃や食道からの逆流を抑えるのに十分であることを証

明した。別の報告 18によると，長時間の絶食は，胃環境

における酸性度を増加させ，結果的に誤嚥や逆流時の肺

損傷を重篤化させることが示された。誤嚥や吐出の危険

性のある患者は，抜管前に胃内や食道内を吸引しておく

必要がある。また，抜管時には咽頭反射や嚥下反射が回

復していることをしっかり確認する。もしも吐出や逆流

が認められた場合は，口腔咽頭部の吸引を行う。

誤嚥性肺炎のリスクの高い患者には，胃逆流を減らす

ために予防的治療を行う。しかし，ヒト医療と獣医療に

おいて，予防的治療に関する報告はさまざまである。高

用量のメトクロプラミドは，麻酔前投与にモルヒネを使

用した犬の，麻酔下での胃逆流を有意に減少させること

が証明されている 19。しかし近年の研究 20 によると，犬

においてラニチジンも高用量のメトクロプラミドも麻酔

下での逆流を軽減しないことが示された。後者の研究で

はオピオイドの前投与は行っていないため，オピオイド

投与によって生じる逆流に対する抑制効果は評価してい

ない。強力なPPIであるオメプラゾールの術前の使用も

また，麻酔下での胃食道逆流を減少させることが証明さ

れている21。しかしある研究 22 では，オメプラゾールの

S異性体であるエソメプラゾールは逆流液のpHを上げ

るが，ヒドロモルフォンでの麻酔前投与とフェンタニル

での麻酔維持を行った整形外科手術中の犬の胃逆流は減

少しなかった。この研究ではエソメプラゾールに加えて

シサプリドを静注された患者は逆流が減少した22。

ヒト医療分野のケースコントロール研究のメタ回析に

よって23，PPIsはラニチジンと比べ，胃液のpHを上昇

させる効果が小さく，胃酸分泌を増加させ，より逆流が

生じやすいことがわかった。しかし，ラニチジンは胃内

pHの上昇した犬においては無効である 24。これらの報

告によると，逆流は麻酔下での食道尾側や胃のpHを調

べることで判明し，肉眼的には目視できない（つまり口

や鼻孔からの液体はみえない）。

これまでのH2 ブロッカー，PPIs，消化管運動促進剤

に関する議論にもかかわらず，罹患率はこれら薬剤の使

用と関連性はほとんどなく，薬剤投与によるメリットに

ついてはまだ議論の余地がある。これらの薬は，誤嚥発

症が予期される直前に使用されるので，理論上は胃内腔

での腸内細菌の定着の危険性，その後の誤嚥による細菌

性肺炎の危険性はほとんどない。

診断

誤嚥による細菌性肺炎の仮診断は，病歴，身体検査所

見，胸部Ｘ線検査所見に基づく。多くは原因となる基礎

疾患が存在するが，通常は，実際に誤嚥の現場を目にす

ることはない25。飼い主は吐出や咳，パンティングや努

力性の呼吸を報告するが25，動物は元気消失や食欲不振

などの非特異的な兆候を示す 25,26。また入院中に誤嚥し

た犬には努力性呼吸の急性発症を認める26。

身体検査では，発熱，呼吸促迫や呼吸困難を示すこと

が多い25,26。胸部聴診では，肺音の増加，ウイーズ，クラッ

クルもしくはロンカイが現れる。しかし，回顧的な研究

によると，誤嚥による細菌性肺炎の犬の31 ～ 57％は直

腸温も正常で，58％は呼吸数も正常，28 ～ 31％は診断

時の肺音も正常であった25,26。

誤嚥による細菌性肺炎の仮診断において，胸部Ｘ線検

査が日常的に最も用いられる手法である（図 1A，B）。

Ｘ線検査では複数の肺葉が重なっているので，3方向か

らの撮影が望ましい25,26。間質パターン，肺胞パターン，

そして混合パターンがみられる 25,26。Ｘ線検査における

肺硬化との鑑別をBOX2に示す。罹患する肺葉は，誤嚥

時の患者の体勢によるが，右肺中葉，右肺前葉，左肺前

葉で最も高頻度に認められる 25,26。ほとんどの場合 1葉

以上で認められ，平均して1.7 ～ 1.9葉で認められる25,26。

細胞診，細菌培養，抗菌薬の感受性

誤嚥による細菌性肺炎の確定診断は，肺気道からの滲

出液の微生物学的な培養検査に基づく。気管洗浄（経気

管，気管内），気管支肺胞洗浄（BAL），気管支ブラッ

シングもしくは気管支粘膜生検では，細胞診や培養に必

要な肺や気道内分泌物を採取する27,28。

気管洗浄は容易に実施でき，侵襲も低く安価で，多

くの特別な機器を必要としない 29。経気管洗浄（TTW）

は無麻酔もしくは軽い鎮静下で実施できる。最低限の鎮

静もしくは無麻酔で行うことにより，咳反射を抑えない

ため作業中に容易に喀出し，回収率もよい。気管内洗浄

（ETW）は，簡易的な麻酔を必要とするため咳が出にく

くなる。そのため，胸部を軽く叩くことにより分泌物の

排出を促進する 29（図 2）。ETWは凝固異常や気管の分

離が困難な構造の場合に適当であるが，気道内処置中に

嘔吐や吐出をしたり，激しく動いたりする 29。ETWを

行うとき，食道や喉頭の機能の低下した患者や，頻繁に

嘔吐や吐出のみられる患者では抜管前に胃内容物の排出

も考慮する。

細胞形態学的にはTTWやBALでのサンプルはきれ

いに保存できず，細胞は壊れやすいので，採取してか

ら30分以内に新鮮標本を作製する。混濁液の直接標本

や細胞の遠心分離による標本，もしくは粘液から最も多

くの情報が得られる30。これらの標本は血液塗抹や画線

塗抹作製時と同様に作製する。画線塗抹は有核細胞が集

まる31。細胞の形態を保存するために，液体サンプルを

外部の専門機関に提出する前にEDTA管に入れるか冷

凍するとよい31。サンプルの一部は適当な培地に置くか

滅菌チューブに入れる。経気管洗浄による培養の感度は

50 ～ 90％ 27，77％ 32，44％ 33と報告されている。特異度

は一般的に高くはなく，それは口腔内細菌の混入による

ものと考えられる 27。我々の知る限り，ETWサンプル

とTTWサンプルの診断効率の比較は行われていない。

抗菌薬を開始した患者もサンプルの培養や感受性検査は

有効とされている4。

人医療では喀痰培養や咽頭スワブ培養はよく用いられ

る34。近年，培養や抗菌薬の感受性検査のためのサンプ

ル採取に咽頭スワブを利用する研究が，幼犬や成犬で行

われている35。スワブでのサンプルは触診や胸部を軽く

叩いた後に喉頭蓋から採取された。そして経気管洗浄で

採取した結果と比較された。スワブや気管洗浄の培養は，

ほとんどの成犬で同様だが，若齢犬では異なっていた。

咽頭スワブは院内感染性肺炎の犬には有効な診断ツール

であるとされているが，診断法に関するさらなる研究が

必要である。

補助的診断

誤嚥による細菌性肺炎に対する日常的な血液検査は，

感度，特異度ともに低い。しかし，血液検査の明らかな

異常は細菌性肺炎によるものであると考えられる。白血

球増加や減少（しばしば好中球の中毒性変化を伴う）は

完全血球計算において認められる。しかし，正常な白血

球像であっても肺炎は除外できない。血液生化学検査は

正常もしくは合併症を反映する。2008年の報告では，

細菌性肺炎に罹患した58頭の犬の半数以上は肝酵素の

上昇とアルブミンの低下が認められた26。TTWを行う

前に，凝固異常を除外するため，血小板数と凝固系検査

が必要である。パルスオキシメーターは酸素化状態を評

図 1A　�誤嚥による細菌性肺炎の胸部右側面像
顕著な肺葉ライン（白矢印），肺硬化像，エアブロンコ
グラム（黄色矢印）。複数の肺葉に異常がみられる。

図 1B　�誤嚥による細菌性肺炎の胸部腹背像
左肺前葉（白矢印）と，部分的に右肺前葉と
右肺中葉（黄色矢印）に異常がみられる。

BOX2．肺硬化の類症鑑別

● �誤嚥もしくは細菌性肺炎　　● �腫瘍
● �肺出血　　　　　　　　　　● �肉芽腫性疾患
● �肺葉捻転
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図 2A　�ETWに必要な滅菌器具。

図 2C　�注入カテーテル（赤いゴム製のもの）を滅菌の経口
気管チューブに入れ，サクション側の三方活栓を閉
じてから生理食塩水を気道内に注入する。

図 2B　�ETWの採材器具は滅菌下で使用される。

図 2D　�フラッシュ後，三方活栓を開口し吸引を行う。この
とき助手は胸を軽く叩き滲出液が流れるようにする。

C linical P earls
● 	誤嚥による細菌性肺炎は，呼吸器系に関与する兆

候は認められないことがある
● 	危険因子があれば，獣医師は誤嚥による細菌性肺

炎を警戒しなければならない
● 	気管洗浄は容易かつ安価に行える
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採材器具。採取容器は三方活栓と
赤いゴム製のカテーテルとサク
ションチューブに接続している

シリンジは5～10 mLのものを使用し，滅
菌生理食塩水や空気を気道内に注入する

グローブ

気管チューブ

図 2E　�十分な量のサンプルが取れるまで繰り返し行う。滲
出液を容器に入れる。 図 2F　�提出用の最終サンプル（Argyle	

Lukens標本容器，タイコヘルス
ケアグループ）。

価する。動脈血ガス検査は酸素化状態の評価だけではな

く，換気や酸塩基平衡の状態評価も可能である。これら

の検査は，酸素化や陽圧換気の必要性を決定する指標と

なる。

起炎菌

誤嚥による細菌性肺炎の起炎菌は口腔内の常在細菌で

あることが多く1，気管洗浄による診断時にはEscherichia 

coli，Pasteurella，Staphylococcus，Streptococcus，

Klebsiella，Enterococcus，Mycoplasmaが優位に認めら

れる4,25,33。多くの場合，混合感染であるが，単一の感染

でも起こりうる33。嫌気性の細菌は，呼吸器系に肺膿瘍

もしくは感染巣（食物など）がない限り認められること

はまれである。
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城下幸仁
誤嚥性肺炎はなぜ起こる？

　本文にあるように，犬の誤嚥性肺炎は，誤嚥

の現場を目撃することはまれであるため，多くは，

突然の頻呼吸，発熱，元気消失を認め，胸部

X線検査にて肺硬化所見を示したときに仮診断

される。BOX1には誤嚥性肺炎が胃内容物の

吸引によって引き起こされるという前提で危険

因子が提示された。

　ただ臨床現場では，胃内容物の吸引のみが

誤嚥性肺炎の原因とは考え難いことがある。当

院呼吸器科では，重度の短頭種気道症候群や

ミニチュア･ダックスフンドでよくみられる慢性特

発性鼻炎で，反復する誤嚥性肺炎をよく経験す

る。これらは決まって朝に発症し，嘔吐や吐出

歴は不明である。

　ヒト医療では誤嚥性肺炎を，顕性誤嚥と不

顕性誤嚥に分けている。前者は嘔吐や吐出後

に誤嚥する現場が観察された場合であり，細菌

感染というよりも急性肺傷害を引き起こし，致

命的な状況となりうる。後者は，嚥下反射や咳

反射が低下する夜間に，気づかないうちに鼻

腔，咽喉頭，歯周の分泌物を誤嚥するものであ

り，細菌感染を引き起こす。発症頻度は圧倒的

に不顕性誤嚥が多い。すなわち，嚥下反射低

下が誤嚥の大きな要因と考えられている。不顕

性誤嚥には胃運動機能改善も予防効果はない。

　以上を考慮すると，誤嚥性肺炎は，嚥下反

射低下および咳反射低下のもとで，口腔および

咽喉頭内容物が増加したときに発症すると考え

られる。すなわち，①睡眠時，②鎮静／全身麻

酔，③中枢神経障害，④末梢神経障害（喉頭

麻痺，咽頭腫瘍など）などのもとで，⒈食道／

胃／十二指腸からの逆流，⒉咽頭内分泌物の

増加，⒊鼻汁の増加，を合併したとき発症す

る。短頭種気道症候群は①− 2（慢性咽頭炎で

分泌物増加）といえる。BOX1の危険因子は顕

性誤嚥を考慮したもので，たとえば「咳反射の

低下」のもとで「大量の胃内の食物，液体」が

生じたときに誤嚥が生じる。他の因子もこのよ

うに分類してみるとよい。「誤嚥による細菌性肺

炎」は不顕性誤嚥によっても生じる。上気道疾

患との関連は今後研究が必要だろう。図 2の犬

は頸部軟部組織過剰であり，いかにもいびきを

かき，上気道に問題があるようにみえる。
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