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Yukihito SHIROSHITA
Sagamigaoka Animal Clinic for Respiratory Diseases, 6-11-7 Sagamigaoka, Zama-shi, Kanagawa 252-0001, Japan
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PaCO2（動脈血炭酸ガス分圧）

に

血液ガスと酸塩基平衡異常は動脈血ガス分析によっ
て評価される。生命の恒常状態維持に必要な酸素化能
と，呼吸性および代謝性酸塩基平衡の状態を把握する
ことができる。各種疾患，全身麻酔，薬剤投与，外科
侵襲などはこの恒常状態から逸脱する。動脈血ガス分
析は，これら様々な状況に対し的確な診断を下し，治
療方針を正確に決定できる。今回，理論と実践の基礎
について概説した。

１．パラメーターと正常値
臨床上意義のある動脈血ガス分析のパラメーターお
よびそれらの犬の正常値を Table ₁ に示した［₁-₄］
。ま
た文献を参照し猫の正常値［₅］も同表に示した。
Table １

動脈血ガス分析のパラメーターと犬猫の正常値

パラメーター
pH
PCO2 (mmHg)
PO2 (mmHg)
[HCO3-] (mmol/l）
Base Excess (mmol/l）

犬*
7.40 ± 0.05
34.0 ± 5.0
90 ± 10
22.0 ± 3.0
－ 2.0 ± 3.0

猫 **
7.35 ± 0.11
33.5 ± 7.5
103 ± 15
17.5 ± 3.0
－ 7.0 ± 5.5

* 文献［1-4］による；** 文献［5］による。

pH
全体としての酸塩基平衡状態の結果を示す。生体内
での homeostasis により pH は非常に狭い範囲に維持さ
れている。

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する。換気量は主に PaCO₂ 値
によって調節されている。
PaO2（動脈血酸素分圧）
動脈血に溶存している酸素の分圧を示す。血中に存
在する酸素の総量を反映する。

［HCO3-］と Base Excess（重炭酸塩濃度とベース
エクセス）
代謝性の酸塩基平衡状態を表現する。主に腎臓から
の不揮発性酸の排泄や腎臓における重炭酸塩（HCO₃-）
の再吸収能の状態を反映する。Base Excess は PaCO₂ の
影響を受けない。正常値に比べどれだけ塩基が多いか
という指標であり純粋な代謝性因子と言える。

２．基礎となる生理学
①血中 pH の恒常性と異常 pH の生体反応［6］
動脈血 pH は ₇.₃₅-₇.₄₅ の狭い範囲 で調節維持され
て い る。 人 で は pH の 低 下 は 中 枢 神 経 抑 制 を 示 す。
pH<₇.₁₀ で原因にかかわらず昏睡に陥り，pH が ₆.₈₀ を
下回ると生命の危機となる。一方，pH の上昇は中枢神
経興奮を示す。刺激反応性が高くなり攣縮が起こりは
じめ，pH が高いままで維持されると強直性痙攣が生じ，
pH が ₇.₈₀ を上回ると生命の危機となる［₆］。しかし
獣医臨床領域では異常 pH に対する生体反応について
は具体的な記述なく，酸塩基平衡異常に対する生体反
応は pH そのものより基礎疾患に依存すると言われて
いる［₇］
。
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②血液ガスの物理化学
◦分圧と拡散
ガスは，絶え間なく，不規則に，かつ急速に運動す
る多数の分子よりなる。この分子運動によってガスの
分圧が生じる。透過性の膜の両側で分圧が異なると，

している可能性があることになる。A-aDO₂ の開大を示

ガスはその分子運動によって分圧の高い方から低い方
へ移動する傾向があり，最終的に両者の分圧が等しい
平衡状態に達する。この過程を拡散という。組織を介
しての拡散量は，接する組織面積と両側でのガス分圧
差に比例し，組織の厚さに反比例する［₈］
。生体内で
は，広大な表面積と解剖学的に非常に薄い隔壁をもつ，

よる。換気血流比不均等は，ショックなどの心拍出量
の減少，肺血栓塞栓症，肺腫瘍や肺気腫等における機
能肺胞単位の減少，慢性閉塞性肺疾患，および体位変
化等による。
②血中の酸素運搬―血中酸素の存在形態
血液中の酸素は，物理的に溶解しているだけの溶存
酸素（O₂）と，ヘモグロビンと結合している結合酸素
（HbO₂）の ₂ つの状態で存在する。
溶存酸素（O₂）は血中の酸素分圧（PaO₂）をなし，
組織への拡散に際し生理学的な質的役割を担う。一方，
結合酸素（HbO₂）は，肺胞気から組織へ酸素を十分量

肺胞隔壁と組織の毛細血管でガスの拡散が起こり，こ
れらを血液が通過すると血液ガスが変化する。
◦血液のガス分圧
ガスは液体にも自由に溶解する。液体分子の間にガ
ス分子が物理的に混じり合っているのである。した
がって，気相間と同様の理論が成り立つ。ただし，水
に溶解しやすいものと溶解しにくいガスがある。例え
ば，二酸化炭素は酸素より約 ₂₀ 倍水に溶解しやすい。
③酸素化
動脈血ガス分析は，肺における酸素化および動脈血
の酸素含量を評価し，肺の機能障害を調べることがで
きる。
肺胞気―動脈血酸素分圧較差（A-aDO2）と肺機能障
害の機序
肺における酸素付加は，肺胞気から肺胞毛細血管へ
の酸素の拡散によって行われる。肺胞気―動脈血酸素
分圧較差（A-aDO₂）は，肺胞気酸素分圧から動脈血

酸素分圧を減じた値であり，肺における酸素付加効率

の指 標 と し て よ く 用いられる。理想肺では ₀ mmHg
となる。自験データより，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）の比較を行うと，
A-aDO₂ の平均値（mean ± SD）は，それぞれ非循環・
非呼吸器疾患犬群 ₁₅.₂ ± ₇.₂ mmHg，上気道・中枢気
道閉塞疾患症例群 ₂₄.₃ ± ₁₀.₃ mmHg，心原性肺水腫
症 例 群 ₅₄.₈ ± ₁₄.₄ mmHg で あ っ た。₃ グ ル ー プ 間
で統計学的有意差がみられた［₉］
。上気道・中枢気道
閉塞性疾患は理論的には肺胞低換気を示す疾患であり
A-aDO₂ は開大しない。したがって臨床的にこれら疾患

には可逆的な肺疾患，例えば陰圧性肺水腫などが二次
的生じた可能性があり，非循環・非呼吸器疾患犬群と
の差の約 ₂₀-₃₀ mmHg は軽度肺機能障害を示唆した。
このデータ解析から，A-aDO₂ 値が＜ ₂₀ mmHg で正常，
₂₀-₃₀ mmHg で肺機能異常可能性あり，＞ ₃₀ mm Hg
で異常と解釈できる［₉］。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，A-aDO₂ 値が
₃₀-₄₀ mmHg を示せば末梢気道・肺実質疾患を見落と
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した場合，シャント，拡散障害，または換気血流比不
均等を示唆する。シャントは，先天性心疾患における
右 - 左短絡や肺内シャント等による。拡散障害は，肺
水腫や間質性肺炎などにおける肺胞壁の肥厚性変化に

運搬するための量的役割を持つ。安静化における健常
成人の酸素消費量は約 ₂₅₀ ml O₂/ 分であるが，溶存酸
素の輸送量はわずか ₁₅ml O₂/ 分に過ぎない。一方，結
合酸素は ₉₈₅ ml O₂/ 分にもなる［₆］
。酸素はきわめて
水に溶解しにくいため，酸素運搬にはヘモグロビンの

存在が欠かせない。
ヘモグロビン総数に対する HbO₂ の数の割合を酸素
飽和度（SaO₂）という。SaO₂ は動脈血酸素分圧（PaO₂）
に依存し，両者の間には酸素―ヘモグロビン解離曲線
で表現される非直線的な対応関係がある［₆］。この
曲線から，PaO₂ が ₆₀ mmHg 以下になると，わずかな
PaO₂ の減少で SaO₂ が大きく減少し，酸素輸送量が大
きく減少してしまうことが分る。反対に，PaO₂ が ₆₀
mmHg の低酸素血症の場合，わずかに吸気酸素濃度を

上げれば酸素化が著明に改善できる。組織では酸素分
圧が ₃₀-₄₀ mmHg となっており，酸素―ヘモグロビン
解離曲線から考慮すると組織の環境下ではヘモグロビ
ンから酸素は大量に解離していくことになる。これが
組織への酸素供給の機序である。逆に肺では酸素分圧
が ₁₀₀mmHg 程度であり，肺の環境ではヘモグロビン
は酸素との結合力が増し，肺動脈中に結合酸素が増加
する。これが肺での酸素付加の機序である。
④酸塩基平衡障害
酸塩基平衡は，血液の緩衝系，肺からの揮発性酸の
排泄，腎臓からの不揮発性酸（リン酸や硫酸など）の
排泄，および腎臓での HCO₃- の再吸収の調節で維持さ

れている。しかし，各種疾患により体液中の酸と塩基
のバランスが崩れた時，正常に維持された血液 pH に
変化が生じる。
緩衝系
血液 pH が変動すると，ただちに緩衝系が過剰な酸
または塩基を捕捉し，その変動を最小限に留めようと
する。Table ₂ に血液の緩衝系を示した。とくに重炭酸

体液異常に挑む（原因の見極めと治療） 2．血液ガス・酸塩基平衡異常

塩系は他の緩衝系と異なり解放された緩衝系なので，
もっとも迅速かつ効果的に機能している。重炭酸塩系
のみで全緩衝能の ₅₀ % 以上を担っている［₁₀］
。した
がって，
重炭酸塩緩衝系（₁）は酸塩基平衡においてもっ
とも重要な関係を表現している。
CO₂ + H₂O ⇔ H₂CO₃ ⇔ H+ + HCO₃-（₁）
Table ２

血液緩衝系

pH = pKc + log［HCO₃-］/ ₀.₀₃ × PaCO₂（₂）
（pKc は，炭酸の解離係数の対数の逆数であり定数）
［HCO₃-］は主に腎臓で
PaCO₂ は呼吸機能を反映し，
調節されていることから，（₃）式を概観すると，
pH~［HCO₃-］/ PaCO₂ ~ 腎臓 / 肺 （₃）
すなわち，生体内では［HCO₃-］/PaCO₂ の比を一定

に保とうとする方向で常に変化する。また肺機能が一
定であれば，腎機能が低下すると pH が低下する。そ
して肺機能でその腎機能低下を補って pH を調整する。
PaCO₂ の変化を呼吸性変化，［HCO₃-］の変化を代謝性

細胞外液の緩衝系
細胞内液の緩衝系
血漿重炭酸塩
重炭酸塩
血漿タンパク質
ヘモグロビン
（アルブミン，グロブリンなど）
無機リン酸
酸化ヘモグロビン
無機リン酸
有機リン酸

肺による調節
肺では，揮発性酸，すなわち炭酸（H₂CO₃）を排泄
している。健常成人では，肺から ₁ 日に約 ₁₃,₀₀₀ mEq
もの炭酸を排泄するが，腎臓からの酸の排泄は ₁ 日わ
ずか ₄₀ ～ ₈₀ mEq に過ぎない［₆］
。したがって，肺は
酸塩基平衡にもっとも寄与している臓器といえる。肺
胞換気量は，末梢および中枢の化学受容器で感知した
pH または PaCO₂ に応じ呼吸中枢によってフィードバッ
ク調節されている。例えば呼吸抑制により PaCO₂ が上
昇すれば，肺胞換気量が増加する。
腎臓による調節
腎臓の役割は，不揮発性酸の排泄と血漿 HCO₃- 濃度

の調節（再吸収）である。腎尿細管における HCO₃- の
再吸収は Na+ の再吸収と H+ の排泄に伴って行われる。
H+ は，血液 pH に応じ尿細管細胞から尿細管側に能動
輸送され，重炭酸塩系，リン酸塩系，およびアンモニ
ア系の ₃ つの尿中緩衝系に捕捉される。この H+ は尿細
管細胞内の炭酸脱水酵素によって水解反応が促進して
生じるものである。H+ と交換に Na+ が尿細管細胞に流
入し，細胞内で加水分解によって生じた HCO₃- を伴っ
て，細胞外液に能動輸送される。体内で H+ が減少して
いる時は，H+ の代わりに K+ が分泌される。HCO₃- の
再吸収はアルドステロンによって促進される。
Henderson-Hasselbalch の式
（mEq/l）= ₀.₀₃ ×
（₁） の 化 学 平 衡 式 と，
［H₂CO₃］
PaCO₂（mmHg）という関係から等式（₂）が導かれる。
これは，酸塩基平衡を説明する pH,［HCO₃-］, および
Table 3
酸塩基平衡障害
代謝性アシドーシス
代謝性アルカローシス
呼吸性アシドーシス
急性（＜２４ｈ）
慢性（＞４８ｈ）
呼吸性アルカローシス
急性（＜２４ｈ）
慢性（＞４８ｈ）

PaCO₂ の相互関係を示している。

変化という。
呼吸性酸塩基平衡障害
呼吸性アシドーシスとは，動脈血の PCO₂ が正常範
囲より上昇している状態のことで，低換気とも呼ばれ
る。一方，呼吸性アルカローシスとは，動脈血の PCO₂

が正常範囲より下降している状態で，過換気ともいう。
頻呼吸であっても，動脈血の PCO₂ が高値を示せば低

換気である。
代謝性酸塩基平衡障害

代謝性アシドーシスとは，動脈血の［HCO₃-］が正
常範囲より減少している状態をいう。［HCO₃-］の減少
は，下痢や嘔吐による腸液の喪失の他に，酸の蓄積に
よる緩衝塩基［HCO₃-］の消耗をも意味する。代謝性ア
ルカローシスとは，動脈血の［HCO₃-］が正常範囲より
増加している状態をいう。アシドーシス補正のために
NaHCO₃ の過剰投与や高アルドステロン血症が原因と
なる。後者は，ステロイド剤の多用，副腎腫瘍，およ

び利尿剤の多用によるレニン・アンギオテンシン系の
賦活化による。
代償
肺または腎臓のどちらかだけに障害があれば，健常
側が障害側の機能を補って，pH を正常に戻そうとする。
このことを酸塩基平衡の代償という。ただし，代償反
応は決して正常 pH（₇.₄₀）までは戻さない。肺は代謝
性変化に対し数分で代償性反応を示し始めるが，腎臓
は呼吸性変化に対し最大反応まで ₄₈ ～ ₇₂ 時間を要す
る［₆, ₁₁］
。したがって，急性と慢性の呼吸障害に対す
る腎臓の代償反応の程度は異なる。
Table ₃ は実験的に各単純性酸塩基平衡障害を引き起

単純性酸塩基平衡障害の代償反応

一次障害の程度
[HCO3-]a が 1mEq/l 減少
[HCO3-]a が 1mEq/l 増加

予測される代償性変化
PaCO2 が 0.7mmHg 下降
PaCO2 が 0.7mmHg 上昇

PaCO2 が 1mmHg 上昇
PaCO2 が 1mmHg 上昇

[HCO3-]a が 0.15mEq/l 増加
[HCO3-]a が 0.35mEq/l 増加

PaCO2 が 1mmHg 下降
PaCO2 が 1mmHg 下降

[HCO3-]a が 0.25mEq/l 減少
[HCO3-]a が 0.55mEq/l 減少
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こした犬から求めた代償反応の予測値である［₁₁］
。混
合性酸塩基平衡障害があるか否かは，Table ₃ の値か
ら判断する。例えば，慢性呼吸不全の犬の pHa ₇.₃₅₉,
PaCO ₂ ₅₅.₀ mmHg, PaO ₂ ₄₈.₀ mmHg,［HCO ₃-］a ₃₀.₃
mmol/l という動脈血ガス分析結果を考える。著明な
PaCO₂ の上昇（正常より ₅₅ - ₃₄ = ₂₁.₀ mmHg 高い）を

認めるが，pHa は正常域であり慢性経過をとり代償
された呼吸性アシドーシスであることが示唆される。
Table ₃ か ら 代 償 に よ り［HCO₃-］a は，₂₂.₀ + ₀.₃₅ ×
₂₁.₀ = ₂₉.₃₅ mEq/l まで上昇することが予想され，症例
の［HCO₃-］a はそれにほぼ等しい。よって，代償反応
はほぼ正常であり，代謝性アルカローシスは存在しな
いと判断できる。

３．動脈血ガス分析の実際
血液ガスサンプル採取時の注意
サンプルは，抗凝固処置下に，嫌気的に，そして採
血後ただちに測定する。静脈血の混入も測定誤差が生
じる。サンプル量の ₁％の空胞混入でもあれば PaO₂ は
真の値より増加する［₆］
。また嫌気的に採取しても室
温で長時間放置すれば白血球などの代謝の影響を受け
PaO₂ は減少し，PaCO₂ は増加する。したがって測定は
ただちに行うのが原則だが，犬の血液ガス検体を 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る［₁₂］
。確
実に嫌気的に血液サンプルを採取するには，ガラスシ
リンジを用いるのが理想だが穿刺後に内筒が動く可能
性がありサンプルの取扱がしづらい。動脈穿刺用のプ
ラスチックシリンジを用いると空気混入せずにサンプ
ル採取でき，穿刺後のサンプルの取扱も容易である。
プラスチックシリンジの場合，氷水に浸漬するより室
温で ₃₀ 分以内に測定した方が誤差は生じない［₆］
。ま
た，あらかじめシリンジ死腔内に入れておくヘパリン
でもサンプル量が少ない（例えば ₁ ml シリンジを用い
血液ガス検体が ₀.₂ ml 程度）と希釈の影響により真の
。専
PaCO₂ 値より ₁₄ - ₁₅% 低下する可能性がある［₆］
用の動脈血サンプラーには乾燥ヘパリンが用いられて
おり希釈の影響がない。したがって動脈血サンプラー
を用いれば猫や体格の小さい犬からの極少量（₀.₂ ml
程度）のサンプルでも誤差を少なく測定できる。
動脈穿刺
穿刺は大腿動脈にて行う。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する。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
度傾け穿刺する。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する。穿刺針を抜去後，穿刺した
部位を直接 ₂ 分間圧迫止血する。著者はこの方法によ
る犬の ₁₁₁ 例の動脈穿刺後に生じた併発症について報
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告した［₁₃］
。₇ 頭（₆.₃％）で中程度から広範な皮内出
血がみられた。これらは全身状態に影響を与えず全て
₇-₁₆ 日間で消退した。皮内出血自体は健康上全く問題
ない併発症だが，体重 ₃.₅ kg 未満，心血管系障害を有
する犬で有意に高い発現率を示した［₁₃］
。
末梢静脈血サンプルの代用について
動脈血は全身のどこから採取しても同一の血液ガス
値を示す。一方，末梢静脈血の血液ガスは採血部位に
よって異なる。なぜなら分布する組織の代謝，血流量，
機能によって異なるからである［₆］
。重度の貧血も動
脈血と末梢静脈血の血液ガス値の差を大きくする［₁₄,
₁₅］。貧血や血圧低下のない動物で，
組織代謝や血液うっ
滞による影響を除去するため，安静下かつ free ﬂowing
（静脈穿刺時のみ駆血）にて，さらにシリンジ内に空気
混入のないようにゆっくり内筒をひいて採取した。こ
のように慎重に採取した外頸静脈血および橈側皮静脈
血サンプルでも統計学的に動脈血サンプルと有意差が
みられなかったのは Base Excess 値だけであった［₂,
₁₆, ₁₇］。人では手を湯で ₄₁-₄₃ ℃，₁₀ 分あたためると
皮膚に存在する動静脈吻合血流が開存し約 ₇₅% の動脈
血が組織を迂回し末梢静脈血に流入し，その末梢静脈
血の pH と炭酸ガス分圧は動脈血値に代用できること
が分っている［₁₈-₂₂］
。また，皮温を ₃₅℃に維持して
も同様であった［₂₃］。これを動脈血化と呼ぶ。そこ
で，著者は，循環動態が維持された犬（平均動脈圧 ₈₀
mmHg 以上）において採血する周辺の皮温を ₃₇℃に保
ち動脈血化末梢静脈血の値を動脈血値と比較した［₂₄］。
その結果，動脈血化した小伏在静脈血サンプルにおい
て，pH, PCO₂, ［HCO₃-］, Base Excess にて動脈血値と
統計学的に有意差なく，臨床的に交換可能であること

が分った［₂₄］。血圧が維持されていれば，全身麻酔管
理や重症動物において動脈血ラインを確保せずとも患
者の酸塩基平衡の管理は動脈血化小伏在静脈血サンプ
ルにて動脈血サンプルと同等の経時モニターが可能で
ある。動脈血ライン確保や反復動脈血穿刺の侵襲性を
回避できる。

最

後

に

今回，血液ガスおよび酸塩基平衡異常の基礎と実践
について概説した。動脈血ガス分析は様々な厳しい臨
床局面において正確な判断基準を与えてくれる。今回
は基礎事項しか記述できなかったが，成書等を参考に
ぜひ臨床応用に活用していただきたい。
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