特集／ネブライザー療法の導入

ネブライザー療法とは？

■治療法の選択肢を増やす、ネブライザー療法

ネブライザー療法とは？
Nebulization therapy
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図１ ジェット式ネブライザー

図２ 超音波式ネブライザー

（ミリコンCube KN-80S、新鋭工業株式会社）
薬剤槽とマウスピースが一体化し、多くのタイプは
口にくわえて吸入を行う。

はじめに

pMDI）やドライパウダー吸入（dry powder inhaler；DPI）

小動物臨床においてネブライザー療法は広く行われてい

による方法がありますが、これらのデバイスはマウスピー

ます。糖尿病や腎不全などの基礎疾患のため、ステロイド

スを口にくわえ深呼吸して吸入しなければならないので成

や抗菌薬を全身投与できなかったり、薬剤の経口投与が困

人に適用とされ、小動物には適用困難です。猫喘息の安定

難であったり、ほかの薬剤投与経路では呼吸症状が十分に

期にステロイドや気管支拡張薬のpMDIにスペーサーを装

改善しなかったりする場合、吸入療法に頼ることが多々あ

着して吸入させる方法もありますが、協力的な動物のみに

ります。しかし、科学的根拠やエビデンスに欠けている､

適応が限られます。それに反し、ネブライザー療法は、自

不確実な点が多いと認識され、その適用は経験的であり、

発呼吸さえあればどのような動物でも実施可能です。さら

なおかつ疑問を感じながら使用されている場合があるよう

に、吸入方法によっては、気道の加湿、酸素投与も同時に

です。

可能となります。

本稿ではネブライザー療法について、その原理から再考

（コンフォートoasis KU-200、新鋭工業株式会社）
装置内に薬剤槽があり、薬剤を霧化し送気システム
でホースにエアロゾルを送り出している。大量の噴
霧が生じる。

ネブライザーには、圧縮空気で霧を作る「ジェット式」

（A）

し、診療への有用な活用法についてご紹介したいと思いま

と超音波で霧を発生させる「超音波式」があります。ジェッ

す。

ト式ネブライザーは、構造が簡単で衛生管理が容易で比較

図３ マスクを介してのネブライザー療法

図４ ネブライザー室を使用したネブライザー療法

目的・作用

性呼吸器疾患の長期管理においても安全性と有効性のエビ

ジェット式ネブライザーを用い、マスクを介して行っている。

超音波式ネブライザーを用い、行っている。

的安価であり、各種薬剤をエアロゾル化できます（図１）
。

ネブライザー療法とは？

超音波式ネブライザーは構造がやや複雑で十分な衛生管理
が必要となり、超音波の作用により薬剤が分解されてしま

吸入療法の１つであり、ネブライザーという機械によっ

うことがあり薬剤配合に注意を要しますが、後述するよう

て薬剤をエアロゾル化し、経口および経鼻的に肺や気道内

に微細で均一なエアロゾルを産生することができます（図

に到達（delivery）させます。吸入療法にはこのほかに、

２）
。

（１）

加圧式定量噴霧吸入（pressurized metered dose inhaler；

おもに上気道・下気道の炎症や感染を治療するために使
用されます。喘息や慢性気管支炎などの気道閉塞病変にも
使用されます。また、気道内を加湿し、粘液繊毛系の働き

用 語 解 説
（１）エアロゾル
空気中に長時間浮遊している粒子のことをいう。

本 文 補 足
（A）ネブライザー
ネブライザーの器具説明はp.15～19の「ネブライザー
の種類」項を参照。

ネブライザーから産生されたエアロゾルを、マスクなど

リアランスの維持や改善を促します。ヒトでは、ネブライ

を用いて直接吸入させる方法（図３）と、ある程度仕切ら

ザー療法は、悪化してからの治療法ということではなく、

れたネブライザー室に動物を入れてその室内にエアロゾル

どちらかというと悪化を防ぐための予防的処置として副鼻

を噴霧する方法（図４）があります。猫では顔マスクを介

腔手術の術後管理（二次感染防止）でエビデンスがありま

して吸入すると薬剤は肺野全体に分布することがわかって

す 。また、気道感染リスクのある気管支拡張症などの慢
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方法

を助け、停滞して粘稠となった粘液を流動化し、気道内ク

８）

10

デンスがあります３）。

います６）。
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ネブライザー療法に
関連する因子

解剖学的構造

エアロゾルの粒子径

頭種気道症候群などの咽頭気道の閉塞、気管虚脱や気管屈

鼻汁蓄積や鼻腔内腫瘍などによる鼻閉や咽喉頭腫瘍、短

エアロゾルの気道内沈着部位はその粒子径に依存します

曲などは末梢気道への沈着率が低下すると考えられます。

（図５）
。５µ mより大きければ多くは鼻咽頭や口咽頭など

犬での研究報告では肺におけるエアロゾルの沈着量は尾

の上気道に沈着し、２～10µ mであれば気管などの中枢気

側から頭側に、また、背側から腹側に向かって減少しまし

道に沈着し、0.5～５µ mであれば末梢気道に沈着し、0.1µ m

た 。つまり、頭腹側の肺野病変への薬剤到達率はよくあ

以下なら肺胞に到達します２）。

りません。

７）

表１ ネブライザー療法の適応疾患の１例

表２ ネブライザー療法が適応とならない疾患

感染性鼻炎

間質性肺疾患

猫のウイルス性上気道感染症

猫喘息の重度発作

慢性鼻炎

心原性肺水腫

伝染性気管気管支炎（ケンネルコフ）

重度の細菌性気管支肺炎

左心不全のない慢性気管支炎

その他の非心原性肺水腫

鼻腔や咽頭外科手術の周術期管理
猫喘息
猫の慢性気管支炎
中等度までの細菌性気管支肺炎

前点検も怠らないようにすべきです。

ジェット式ネブライザーの発生粒子径は幅広く、一般的
には５～10µ mであり、超音波式ネブライザーは0.5～５
したがって、鼻腔、咽頭、喉頭、気管を治療目的部位とす

ネブライザー療法の
長所と問題点

る場合はジェット式ネブライザーを、また、耳管、副鼻腔、

長所

µ mの比較的微細で均一な粒子を高濃度に産生できます。

末梢気道、肺を治療目的とする場合は超音波式ネブライ
ザーを使用します。

呼吸様式によってもエアロゾルの沈着部位は変化します。
深呼吸ではエアロゾル粒子は肺全体に均一に沈着し、浅速

少量で、気道の標的部位に高濃度の薬剤を直接到達させ

適応（表１）

β２刺激薬の効果が継続
２）

ネブライザー療法は、上気道疾患の治療、気道二次感染

謝を受けないため、気道内で薬理効果が持続します 。

などに対する予防的使用、慢性呼吸器疾患の長期管理に意

基礎疾患による投薬の制限をカバー

義があります。

ます。そのため、薬剤の血清中濃度がごくわずかであるに

糖尿病や腎不全などがあり、気道治療のためのステロイ

感染性鼻炎、猫のウイルス性上気道感染症、慢性鼻炎、

もかかわらず、気道内で十分な殺菌作用や抗炎症作用が発

ドや抗菌薬の経口投与や注射などの全身性投与ができない

伝染性気管気管支炎（ケンネルコフ）
、左心不全のない慢

揮されます８）。

動物にも吸入治療なら可能となります８）。

性気管支炎、鼻腔や咽頭外科手術の周術期管理がよい適応

抗菌薬を安全に投与できる

慢性呼吸器疾患にも有効

になります。また、猫喘息や猫の慢性気管支炎の長期管理

呼吸では中枢気道に、また、遅く浅い通常呼吸では末梢気
７）

適応と禁忌

経口投与などと比べ、即効性があります。
β２刺激薬を使用した場合には経口投与後の第一段階代

ることができるので、全身性の副作用が非常に少なくなり

呼吸様式

即効性がある２）

抗菌薬を使用したネブライザー療法での血清中の薬物濃

道に沈着します 。したがって、末梢気道や肺を治療部位

度は非常に低いため、腎毒性や聴覚障害の報告はありませ

とする場合にはとくに、興奮させず静かな環境でネブライ

ん５，８）。

全身性投与では治療に反応しない慢性呼吸器疾患に適用
８）

も適応となりますが、ネブライザーではなくpMDIを用い
た治療法が確立されようとしています４）。さらに、中等度

できます 。

までの細菌性気管支肺炎（胸部Ｘ線にて肺胞浸潤影が軽度）

問題点

ザー治療を行う必要があります。

の治療も適応です。

薬剤の投与量とその効果を予測できない
９）
薬剤の肺内送達率が不規則で低く（２～12％）
、投与

量から気道内沈着率を予測できません。

鼻咽頭
＞５µ m
気管
２〜10 µm
エアロゾルの沈着部位

機序

嵌入

沈降

拡散

粒子の大きさ

大（＞５µ m）

中（１～５µ m）

小（＜0.1µ m）

代表的な気道部位

鼻咽頭

細気道

肺胞

気道内でのエアロゾルの沈着部位は粒子径に依存する。５µ m以上の大きい粒子は空気の流れに沿ってそのまま咽
頭粘膜に突き当たり取り込まれ、気道内での流速が減少するにつれ２～10µ mの粒子は気管に、0.5～５µ mの粒
子は末梢気道に重力に従って沈降し、0.1µ m以下の小さい粒子は肺胞に到達するが多くは呼気で呼出される。
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られます。この場合、ネブライザー療法は適応とならず、

吸入療法では一般に薬剤の60～80％は上気道に沈着して

肺胞
＜0.1µ m

図５ 肺でのエアロゾル沈着部位（参考文献10より一部引用改変）

咳のない呼吸困難を示す場合には、間質性肺疾患が考え

上気道には有効だが、下気道には…
末梢気道
0.5〜５µ m

適応とならない疾患（表２）

９）

各種薬剤は全身性投与で行います。ヒトでは急性重度喘息

しまうため、下気道への沈着率は低くなります 。

発作などで気管支拡張薬のネブライザー療法が他のステロ

エビデンスがない

イドなどの全身性投与とあわせて推奨されていますが３）、

小動物臨床において、薬用量と治療効果との関係を示す

獣医臨床では猫喘息の重度発作においてステロイドや気管

研究やデータを欠くので、投与量は経験的にならざるを得

支拡張薬の全身性投与がまず重要とされ、可能なら気管支

ず、臨床症状を常によく観察して治療反応を確認する必要

拡張薬の吸入をpMDIで行うよう推奨されており、ネブラ

があります。

イザー治療は推奨されていません１）。

衛生管理に注意が必要

禁忌

とくに超音波式ネブライザーが衛生管理の不備によって

心原性肺水腫や重度の細菌性気管支肺炎においては、超

濃厚汚染を受けると、ネブライザー自身が感染源となりま

音波式ネブライザーによるネブライザー治療は肺胞内にエ

す。そのため、１日１回、または可能であれば使用するた

アロゾルが侵入し、肺胞浸潤を悪化させる可能性が高いの

びに分解、洗浄、消毒するようにスタッフを教育すること

で行ってはいけません。その他の非心原性肺水腫も同様に

３）

が必要です 。また、保管（場所や方法）に注意し、使用

禁忌となります。
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おわりに
獣医療でのネブライザー療法は一定の方法が確立されて
いませんが、筆者の経験では呼吸器診療において欠くこと

and gentamicin treatment of Pseudomonas aeruginosa
infection in patients with cystic fibrosis, Lancet”2, 1981,
pp.1137-1139.
6）Schulman RL, Crochik SS, Kneller SK, et al.,“Investigation
of pulmonary deposition of a nebulized radiopharmaceutical
agent in awake cats”, Am J Vet Res 65, 2004, 806-809.

のできない重宝な治療ツールです。ネブライザー療法を行

7）V alberg PA, Brain JD, Sneddon SL, et al., “Breathing

うにあたって最も利点に感じることは、侵襲が少なく、動

patterns influence aerosol deposition sites in excised dog

物たちがいつも心地よさそうにしているという点です。お
そらくですが、気道の病気（症状）自体を、また、手術後
の違和感を和らげている可能性が考えられます。いまだ情
報は少ないですが、ネブライザー療法の原理と特徴を理解
し、ぜひ有効かつ適切に活用していただきたいと思います。

lungs”, J Appl Physiol 53, 1982, 824-837.
8）Wahl KJ, Otsuji A.‘New medical management techniques
for acute exacerbations of chronic rhinosinusitis',“Curr Opin
Otolaryngol Head Neck Surg”11, 2003, pp.27-32.
9）藤村直樹 ,‘薬剤送達システム ', 足立満 , 永倉俊和編集 .“知って得する
吸 入 療 法 の コ ツ ”, 東 京 , メ デ ィ カ ル レ ビ ュ ー 社 , 2001,
pp.129-137.
10）
“呼吸の病態生理” 原著第２版 , 堀江孝至訳 , 医学書院 , 1990,
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城下 幸仁

（Yukihito SHIROSHITA）

相模が丘動物病院 呼吸器科
（〒252-0001 神奈川県座間市相模が
丘6-11-7）
獣医学博士。臨床を始めて17年、犬と猫の呼
吸器疾患の専門診療を始めました。気管支鏡診
断や気管支鏡治療を要する呼吸器症例の紹介診
療、遠隔診療サービス、呼吸器出張セミナーも
行っております。当院ＨＰのお問合せからメー
ルにて受付けております。

