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　第２回から、呼吸器疾患の診断についてお話していき

ます。今回はまず問診と身体検査についてです。

　呼吸器疾患の診断では症状観察が重要です。問診と身

体検査で少なくとも前号（2013 年２月号）で述べた疾

患区分（図１）とカテゴリーはほぼ正確に把握できます。

各疾患区分の大まかな特徴と暫定診断する決め手は、上

気道疾患は咳を伴わず診断には症状観察とＸ線透視が重

要であり、中枢気道疾患は咳を伴い診断には症状観察と

Ｘ線検査が主となり、末梢気道・肺実質疾患は呼吸困難

や慢性発咳を伴いＸ線検査と動脈血ガス分析が診断に有

用となります。

　呼吸困難と咳に注目

　呼吸器でもっとも重要な症状は呼吸困難と咳です。呼

吸困難の患者にはまず症状を緩和することを行います。

例えば、チアノーゼがみられれば酸素投与を行い、体温

上昇がみられれば外部冷却を行います。ただし上記３区

分のどこに由来するのか常に考えながら行ってください。

　咳は強力な呼出反射であり、獣医師に２つのことを知らせ

ています。１つは、クリアランス ※１のための過剰反応、も

う１つは気道内での病変部位です。前者は、感染防御反応や

気道内分泌物の過剰を示唆します。後者は、咳受容体であ

る irritant receptors※２と気管支Ｃファイバー ※３の受容体の作

用機序と分布に関連します。Irritant receptors は有随神経の

末端と考えられ、異物、蓄積した粘液、刺激性のガス、吸入

気中の塵埃、または外部からの圧迫や粘膜同士の接触などの

物理的刺激にただちに反応し強い咳を起こします。喉頭から

気管ではこのような機械的刺激に非常に感受性が高く、特に

喉頭の直接刺激は吸息を伴わない呼息反射を引き起こしま

す。Bordetella bronchiseptica （気管支敗血症菌）は irritant 

receptor の感受性を著しく高めることが知られています。気

管支Ｃファイバーは無随神経であり、その受容体は気管支の

血管周囲に分布し、物理刺激より炎症などの化学的刺激に反

応します。細い気管支では化学的刺激に対してより感受性が

高く、機械的刺激に対しては感受性が低くなります。末梢気

道での刺激は発咳に先行する吸気相が引き起こされます。し

たがって、上位の気道刺激ほど浅く速く強い咳をし、末梢気

図１．呼吸器の３区分
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※１）クリアランス：呼吸器系に一旦沈着した粒子は、呼吸器系が持つ種々の自浄作用によって除去される。この過程をクリアランスと呼ぶ。
※ ２）  irritant receptors：呼吸調節に関わる肺受容体のひとつ。気道上皮細胞間に存在すると考えられ、機械的要因、気道内分泌物の存在によっ

て刺激される。急速に適応し、咳反射を起こす。
※ ３）気管支Ｃファイバー：迷走神経に含まれる。咳反射の求心路のひとつ。化学的刺激に感受性が高い。
※ ４） J receptors：呼吸調節に関わる肺受容体のひとつ。肺Ｃファイバーとも言われる。肺胞壁に存在し、肺循環中の化学物質、肺毛細血管の充血、

肺胞壁の浮腫に感応し、浅速呼吸を引き起こす。

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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道刺激では深くゆっくりと咳をします。咳受容体は肺胞には

存在しません。したがって、咳を伴わない呼吸困難症状は実

質領域のみの疾患であることが分かります。肺の間質にはそ

の代わりに炎症や浮腫に反応する J receptors※４が存在し、呼

吸中枢に作用して浅速呼吸を引き起こし、強い刺激で過換気

すなわち動脈血炭酸ガス分圧低下が生じます。呼吸制御はそ

の他にも存在しますが、咳や呼吸症状を診る際に以上の呼吸

反射の機序を理解しておくと、気道内病変の部位と間質病変

の把握の一助となります。

　疾患区分や疾患カテゴリーを把握したら、それを検証

し、その程度や病変の広がりを確認する作業を行います。

循環器疾患との関連を調べることも重要です。当院呼吸

器科での初診患者診察の流れを表１に示しました。各検

査の合間には休息を入れるなどして興奮や緊張などのバ

イアスを取り除くようにします。

　以上の一次検査は、鎮静や麻酔を要せず実施可能です。

さらに必要があれば、全身麻酔下に気管支鏡検査や鼻鏡

検査を二次検査として確定診断目的に行います（表２）。

呼吸困難症状を呈する動物は非常に繊細なので、短時間

で検査を行うように工夫してください。そのためには、

何の所見を見出し記録するか、そのリストをあらかじめ

用意しておくことが重要です。また検査過程において、

動物の反応に常に注意して許容限界を感じたら早期に察

知し検査を中断したり、状況に応じて侵襲度を考慮し実

施すべき検査を限定したりすることがあります。

■ 問　診

  患者固有情報：

　動物種、種類、性別によって好発する疾患があります

（表３）。一般に高齢動物では腫瘍性疾患を考慮します。

  主訴：

　飼い主が発症に気づく契機。疾患区分で考えます（表

４）。カルテに飼い主の話す内容をそのまま記述し、次

にそれがこれら列記したもののどれに当てはまるか考え

ます。代表的な主訴の咳について問診で聴取すべきポイ

ントも示しました（表５）。画像所見を欠く急性発咳は

一般に精査の必要がなく予後良好と期待できます。慢性

発咳はまず循環器関連かを鑑別し、そうでなければ画像

所見を欠いても何らかの器質性または慢性炎症性変化が

生じている可能性が高くなります。１カ月以上咳が継続

する場合は、精査の必要があると考えます。

表１．一次検査

猫
中高齢期 猫喘息

若齢期 鼻咽頭ポリープ

犬

ヨーキー、チワワ、ポメラニアンの中齢期 気管虚脱

ブルドッグ、パグ、ペキニーズ、狆 短頭種気道症候群

ラブラドール・レトリーバー、セントバーナード、アフガンハ
ウンドの中齢期

後天性特発性喉頭麻痺

※ 上気道閉塞、中枢気道閉塞疾患の場合、検査で確定診断
後、ただちに外科手術に移行する。

１．入念な問診と身体検査
　　・ 疾患部位と病変をできるだけ絞り込む

２．CBC および血液化学検査、CRP 測定
　　 ・ 随伴疾患の確認

３．動脈血ガス分析
　　・ 呼吸機能を定量化し病態分類と程度を把握    

４．Ｘ線透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査
　　 ・ 気道の動的評価と部位同定、詳細な画像診断   

５．循環器評価（ECG、血圧、心エコー）
　　 ・ 一次性循環器疾患の発見、肺高血圧症など
　　   二次性変化の確認、麻酔前評価

気管支鏡検査（Bronchoscopy）

鼻鏡検査（Rhinoscopy）

表２．二次検査
一次検査で適応と考えられ、有意義な診断結果が得られると
判断された場合に、以下の二次検査を全身麻酔下で行う。

表３．呼吸器診療でよくみられる疾患の好発傾向

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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上気道関連
くしゃみ、鼻汁、鼻出血、いびき様呼吸（stertor）、逆くしゃみ、いびき、
ギャギング（gagging）、レッチング（retching）、咳、興奮時喘鳴、嗄声、
飲水障害、嚥下障害、呼吸困難

中枢気道および末梢気道・肺実質 咳、呼吸困難、胸部異常陰影

表４．捉えるべき主訴

問診

咳の契機 夜間悪化、興奮時関連、飲水関連、室内時悪化、動き始めや起臥時関連

咳の性質 痰産生性、持続性

咳の継続期間 ２週間以内（急性）、２カ月以上（慢性）、その中間（遷延性）

身体検査

咳のタイプ 湿咳、乾咳、痰産生性

咳の音 ガチョウの鳴き声様、楽様、音量大 / 小、高調か低調か

咳の易誘発性 カフテスト、胸部タッピング

表５．咳についての問診と身体検査

　身体検査

　受診時には、まず動物の呼吸の様子を診て、聴きます。

身体検査で記録すべき所見を表５と表６にまとめました。

■ 視　診

　肉眼的に明らかなチアノーゼが認められれば、動脈血

酸素分圧が 39 〜 44mmHg 以下の重篤な低酸素血症が存

在していることを示します。

  体型：

　樽胸とは樽のように大きくなった胸郭拡大のことで、

慢性閉塞性肺疾患や肺気腫、または慢性上気道閉塞を示

唆します。削瘦は呼吸症状の常在と慢性化、腹囲膨満は

肝腫大や腹水など右心不全徴候として現れることがあり

肺性心との関連を疑わせます。

  呼吸困難：

　「呼吸が苦しいこと」です。空気飢餓感とも言われ、

換気要求の増加がその動物の換気応答能力を超えている

時に生じます。本来自覚所見ですが、他覚的所見として

表現するには、安静時とは異なる呼吸様式を察知するこ

とから始めます。すなわち、呼吸数の増加と努力性呼吸

の有無を観察します。

　安静時呼吸では、吸気は能動的な横隔膜収縮、呼気は

受動的な肺弾性収縮力によって行われています。吸気時

には補佐的にわずかに外肋間筋が働いています。努力性

呼吸は横隔膜や外肋間筋の運動が過剰となり、さらに吸

気補助筋が動員されます。症状が進行するに従い、表６

の呼吸困難の程度に示したような鼻翼の外転に始まる気

道を広げる運動や動作を行うようになります。代償不全

になると起立不能となります。

  呼吸様式：

　パンティングは開口を伴い１分間で 200 〜 400 回の頻

度をもつ浅く速い呼吸のことを言います１）。体温調節の

ために行われますが、暑熱の環境なく過剰な呼吸ドライ

ブがかかり、かきたてられるようにパンティングが続く

ことがあります。これは病的なパンティングと言え、呼

吸困難のひとつと考えています。例えば肺水腫や肺血栓

塞栓症の増悪時でみられます。これは、J receptors によ

る過剰な換気応答の結果と考えられます。短頭種気道症

候群などの上気道閉塞疾患では熱放散障害によって咽頭

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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気道を開存させる必要があるため病的なパンティングが

生じます。この状況は救急外来でよく遭遇します。浅速

呼吸は、安静時呼吸より浅く、速い呼吸であり、呼吸数

が１分間に 40 回を越える状態が継続する状態です。間

質性肺疾患、心原性肺水腫、慢性肺血栓塞栓症に認めら

れます。

　フレイルチェストは２カ所以上の肋骨が連続して骨折

した場合にみられる奇異的呼吸運動です。肋骨骨折部分

が吸気に陥没し呼気に突出します。

 努力性呼吸の種類：

　吸気努力は吸気時間の延長がみられる努力性呼吸で

す。吸気時に強い気道抵抗があることを示し、上気道か

ら中枢気道閉塞性疾患を疑います。奇異呼吸は吸気時に

胸郭後部が内側に引き込まれ、腹部が外側に突出し、呼

気時に胸郭後部が外方に移動し腹部が陥凹します。吸気

に胸腔後部が狭くなり通常呼吸とは全く逆の動きとなり

ます。横隔膜が呼吸筋疲労で平坦化しているためこのよ

うな呼吸様式になります。慢性閉塞性肺疾患や慢性上気

道閉塞を示唆します。これら呼吸様式が複合してみられ

ることもあります。

　来院時、重度な呼吸困難を確認すれば診察より先に酸

素室に入れてから観察を行います。重度の呼吸困難では

焦点が固定され顔の表情がこわばり余裕がなくなりま

す。心肺疾患も上気道疾患も伴わない動物の熱中症では、

チアノーゼを示さず逆に高酸素血症を示します。呼吸困

難の度合いの客観指標はなく、通常は呼吸の速さと苦悶

表情で判断します。

 上気道：

　猪首は頚部が太く短く筋肉質になっている状態です。頚

部の上気道拡張筋の代償過剰を示し、先天性の咽頭気道閉

塞が疑われます。顎下軟部組織過剰は咽頭周囲の軟部組織

が下顎骨内に収まりきらずに顎下にはみ出ている状態と考

えられ、解剖学的な咽頭気道閉塞が示唆されます。

■ 触　診

　頚部気管縁触知は気管虚脱の所見です。

■ 聴　診

　まず耳で異常呼吸音を聴きます。いびき様呼吸

（stertor）は口をほぼ閉じ、いびき音のようなズーズーと

低い音をたてる吸気努力です。鼻咽頭の閉塞に関連して

います。鼻道閉塞時にも“stertor”と表現されます。そ

の場合、スースーという高調の閉塞音が聞こえます。ス

トライダーは上気道性喘鳴のことで大きく口を開けて荒

く高調でガーガーと音を発します。喉頭や気管上部の閉

塞があることを示します。喘鳴とは、狭義では、胸腔内

視　診

可視粘膜色蒼白またはチアノーゼの有無

体型 樽胸、削瘦、腹囲膨満

呼吸困難の程度
軽度：安静時頻呼吸、動かない

重度：+ 鼻翼の外転、開口呼吸、肘外転、頭頚部伸展、犬坐姿勢

呼吸様式 パンティング、浅速呼吸、努力性呼吸、フレイルチェスト

努力性呼吸の種類 吸気努力、呼気努力、奇異呼吸

上気道
外鼻孔狭窄、鼻汁（漿液性、粘液膿性、出血混）、顔面左右不対称、猪首、
顎下軟部組織過剰

触　診 顎下リンパ節腫大、頚部マス、頚部気管縁触知、肥満、腹囲膨満、猪首、漏斗胸

聴　診

異常呼吸音 いびき様呼吸（stertor）、ストライダー、高調性喘鳴、低調性喘鳴

聴診器で聴く
肺野：正常呼吸音の増大または消失、副雑音（wheezes, rhonchi, crackles)

気管および咽喉頭：気道狭窄音

打　診 胸部反響音大  /  鈍

表６．身体検査で記録すべき所見

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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2010 年より呼吸器科のみの専門診療を行っています。呼吸器でお困りの症例があればご相談ください。詳細は、当院ホー

ムページ（相模が丘動物病院　呼吸器科　www.sagamigaoka-ac.com）までどうぞ。現在、「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミ

ナー」を東京会場にて定期開催中です。呼吸器の臨床について基礎から勉強したい！という方にはぜひおすすめです。セミ

ナー受講予約も当院ホームページより受け付けております。

次回（６月号）は、動脈血ガス分析について解説いたします。

気道が狭窄または閉塞することによって、呼気時にゼー

ゼー、ガーガー、ヒューヒューなど音が鳴ることを言い

ます。

　聴診器では、まず、後肺野、頚部気管、咽喉頭の順で

聴取し、肺野では正常呼吸音と副雑音、そして頚部気管

と咽喉頭では気道狭窄音を確認します。通常、正常呼吸

音は音量が小さく、よく聞こえません。しかし、気道内

の流速の増加や乱流の増加によって音が増大します。逆

に正常呼吸音の著しい減弱や消失は、呼吸微弱、胸水、

気胸、気管支の閉塞、広範な肺腫瘍などで気流が消失し

ている領域で生じます。副雑音は肺野で聴取される異常

音のことを指し、wheezes, rhonchi, crackles と大きく

分類されます２）。

　Wheezes は高調連続音（ピュー、ヒーなど）で気道の

固定性狭窄を示し、原発性気管虚脱や気管支の管外圧迫

などで確認されます。Rhonchi は低調連続音（ズズー、

ビューなど）で肺水腫などが進行し比較的大きな気道内

に粘稠分泌物が滞留していたり、柔軟なポリープなどが

存在したりする場合に聞こえます。Crackles は断続音で

す。高調で音量が弱く細かい音の fine crackles（プチプ

チなど。捻髪音とも言われる）と低調でやや音量の大き

い course crackles（ブチブチ、ブチュブチュ、ガラガラ

など。湿性ラ音とも言われる）に分類されます。

　Fine crackles は、出現時間が短く吸気時のみに聞こ

え、遠くで小さくパチパチと軽くはじけるように聞こえ

ます。よく聴かないと聞こえないこともあります。主に

後肺野で聞こえます。同じ部位で聴取を続けていても呼

吸毎に音は変化しません。呼気時に虚脱していた末梢気

道が吸気時に次々と突発的に破裂様の開放を起こして生

じていると考えられています３）。慢性気管支炎などの末

梢気道病変や肺線維症で聞こえます。

　Course crackles は末梢気道内の液体の中のバブリン

グによって生じる音なので、吸気も呼気も聞こえます。

この音は心原性肺水腫で聴取されます。上気道狭窄音は

耳で聞こえる異常呼吸音と相関しますが、聴診器でさら

に詳しく音調や最強部位を確認します。上気道閉塞では

肺野で呼気時優位に上気道由来の気道狭窄音が聞こえる

ことがあります。聴診は、気道の状態を十分にイメージ

できるまで繰り返します。その過程で前中肺野の呼吸音

も聴取します。

　異常音を感じた場合、増強するのは吸気か呼気か、高

調か低調かよく聴取します。高調の場合、固定性狭窄（気

管狭窄、喉頭疾患、硬い腫瘍など）を意味し、低調の場合、

軟部組織による閉塞（軟部組織過剰による咽頭閉塞、呼

吸遊動性ある柔軟なポリープ状腫瘍など）を意味します。

■ 打　診

　指で胸壁をたたくことによりその音質で胸腔内容の情

報が得られます。通常左中指を胸壁に当て右手中指で左

中指の上を打診する方法が用いられます。胸膜腔内に液

体が貯留していれば音は吸収され鈍い音質となり、気胸

や肺気腫では反響音は大きくなります。

※NJKは、みなさんで作る雑誌です。症例紹介、御質問、御意見をどしどしお寄せください。応募、質問方法は投稿フォームを御覧ください。
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