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喉頭腫瘍とは？

　喉頭腫瘍は、喉頭内粘膜より生じ喉頭内腔が狭小化し（図1）、

嗄声や stridorなどを示す。犬や猫の原発性喉頭腫瘍は稀である

が、多くは悪性であり、扁平上皮癌がもっとも多い 1- 4）。活動期

の骨化中心を持つ若齢動物において良性の骨軟骨腫瘍が発生して

いる 5）。ほかに犬の良性喉頭腫瘍として、横紋筋腫、軟骨腫、粘

液軟骨腫、線維乳頭腫、平滑筋腫、脂肪腫、膨大細胞腫がみられ

る 2 ,5）。報告されている犬の悪性腫瘍には、リンパ肉腫、形質細

胞腫、肥満細胞腫、悪性黒色腫、横紋筋肉腫、軟骨肉腫、顆粒細

胞腫、腺癌、未分化癌、扁平上皮癌などがある 5）。猫では、悪性

リンパ腫が主体をなすが、これに次ぎ扁平上皮癌、腺癌、未分化

癌などがあげられる 5）。悪性リンパ腫、形質細胞腫、甲状腺腫瘍

などは、全身性または転移性腫瘍として喉頭に現れることがあ

る。良性塊病変の炎症性ポリープや喉頭嚢胞 6 ,7）との鑑別が必要

となる。

　急性呼吸困難は、炎症性浮腫や気管分泌物過剰が喉頭閉塞と重

複したときに生じる 8）。猫では炎症や潰瘍による痛みが喉頭痙攣

を起こし、急性呼吸困難やチアノーゼにいたると考えられてい

る 8）。緩やかに進行するため、小動物医療では早期に診断される

ことは少なく、重度な呼吸困難が生じた段階で診断されることが

多い。したがって、確定診断には救急処置を含めて一時的気管切

開が必要となることがある。犬や猫では良性腫瘍や嚢胞であれば

根治可能だが、悪性腫瘍の場合、多くは緩和的治療となる。

疫学

　犬や猫の喉頭疾患の発生率を示した文献はない。参考までに日

本人の喉頭癌罹患率は人口10万人当たり約3人と発生率は少な

い。男性が女性より約10倍多く、喫煙との強い関連が示されてい

る（喉頭癌患者の96 . 5％は喫煙者）。動物は喫煙しないためさら

に発症率が低いことが推測される。獣医学成書によれば、1990～

2000年の10年間で米ペンシルバニア大学動物病院において犬8

例、猫12例の喉頭腫瘍が確定診断された 5）。犬の発症年齢の中央

値は7歳齢（4～12歳齢）、猫の中央値は11歳齢（3～16歳齢）

であった。この報告やこれまでの海外報告をみると、種類や性別

に偏りはみられない 1,5）。本邦では犬の喉頭腫瘍について2報確認

されたが、そのなかの3例ともシェットランド・シープドッグで

病理組織診断は扁平上皮癌であった 9 ,10）。雄1頭：雌2頭で、年齢

は9～12歳齢であった 9 ,10）。筆者も犬の喉頭腫瘍を1例経験し、

14歳齢、雌のシェットランド・シープドッグで病理組織診断は扁

平上皮癌であった。本邦での猫の喉頭腫瘍は、リンパ腫の報告が

主体であり 11,12）、ほかの腫瘍の報告も散見される 13）。

問診および症状

　診断の数カ月から1年ほど前より嗄声が始まっている。次第に

運動時や興奮時にストライダー（上気道性喘鳴）を伴った吸気努

力がみられるようになり、運動不耐が進行していく。よほど進行
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図1　喉頭全摘により摘出された猫の喉頭癌の肉眼所見
細く小さい矢印は声帯ひだの後縁を示す。声帯ひだから生じたがん
は喉頭前腔を占拠している。太い矢印は声帯ひだから生じたがんの
前縁と下縁を示す。長い中矢印は披裂軟骨小角突起

図2　猫の喉頭癌の救急症例
起立不能、音のない著明な吸気努力、チアノーゼを示した
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した例でなければ安静時や睡眠時には無症状であり、運動や暑熱

環境下に曝露されないかぎり重篤な臨床徴候は示さない。ギャギ

ング（ゲーゲー言う症状）/レッチング（悪心を伴う空嘔吐）、強

い単発性発咳などが、喉頭周囲の咽頭分泌物増加によってみられ

ることがある。上気道閉塞性疾患に共通するが、ストライダー時

には高率に高体温が生じ、熱中症の症状が現れる。もっとも重度

な症例は、起立不能に陥り、音のない著明な吸気努力、チアノー

ゼなどを示し救急来院する（図2）。

診断

　チアノーゼ、吸気努力、stridorなどの急性上気道閉塞を示し、

数週から数カ月間にわたる進行性の嗄声の経過を伴えば、喉頭腫

瘍を鑑別疾患に入れる。喉頭部の聴診にて高音調の気道狭窄音が

聴取される。

　CBCおよび血液化学検査では、呼吸器以外の全身状態の把握に

とどまり、一般に有意義な結果は得られない。

　動脈血ガス分析では、異常がないか、肺胞低換気所見、すなわ

ち、低酸素、高炭酸ガス、AaDo2の軽度開大を示す。しかし、上

気道閉塞が重度で陰圧性肺水腫を伴えば、AaDo2は開大する。そ

の場合、気管切開のみでは呼吸困難症状は改善されない。そのた

め、動脈血ガス分析は重症度や肺実質障害を調べることができ、

予後判定として有用である。

　頸部単純Ｘ線側面像では、腫瘍の大きさと浸潤度を評価でき、

初期診断にある程度役立つ。一般に喉頭腫瘍は明瞭に区別できる

軟部組織様のＸ線不透過性腫瘤として確認できる。猫の喉頭の悪

性リンパ腫のＸ線所見は、明瞭な腫瘤というよりはび漫性に喉頭

領域の不透過性が亢進する 5）。喉頭腫瘍部に石灰沈着が認められ

ることもある 5）。同時に胸部単純Ｘ線検査を行えば、上気道閉塞

に伴う陰圧性肺水腫や肺転移病変を確認できる。

　ビデオ透視検査は、喉頭前後の各呼吸相の空気の流れをリアル

タイムで観察できる。吸気時に咽頭拡張と動的頸部気管虚脱が認

められるが、閉塞性喉頭疾患の共通所見であるため喉頭腫瘍の鑑

別はできない。しかし、喉頭内の背側か腹側のどちらに通気があ

るかが確認できるために、塊病変の喉頭内の位置を推定できる。

　超音波検査も喉頭腫瘍診断において有用である。喉頭部にマス

陰影のある猫6頭と犬1頭にて、悪性リンパ腫で正常の喉頭構造

が変形し、限界明瞭な均一の低エコー像を示した 14）。喉頭扁平

上皮癌の症例では混合エコー像を示した 14）。いずれもエコーガ

イド下に経皮生検が実施され、合併症はなかったという 14）。

　ＣＴやＭＲＩ検査を実施できるのであれば、腫瘍の浸潤範囲な

どについて正確に把握できる可能性がある。しかし筆者の知るか

ぎり、犬や猫の喉頭腫瘍の診断にＣＴやＭＲＩ検査が有用かつ不

可欠であったことを示す報告はなかった。無麻酔下での撮影が困

難であることによるかもしれない。

　最終診断には、内視鏡検査が確実で有用である。鎮静または浅

麻酔下にて行う。腫瘍による喉頭の閉塞が重度であれば、気管切

開による気道確保が内視鏡検査前に必要となる。内視鏡検査は、

喉頭の詳細な構造、披裂軟骨の動き、腫瘤の大きさや位置や広が

りを十分に把握できる（図3、4）。または、喉頭鏡を用いて浅麻

酔下に肉眼で咽喉頭全体を観察してもよい。次に、腫瘍が疑われ

る部分の生検を行うが、その場合には、術前検査の凝固系検査に

て止血能に異常がないことを確認しておく必要がある。

　鑑別すべき疾患は、喉頭麻痺、喉頭虚脱、反転喉頭小嚢、肉芽

腫性喉頭炎などの炎症性喉頭疾患、喉頭嚢胞である。これらは病

変直視と病理組織検査にて鑑別可能である。とくに肉芽腫性喉頭

炎は、肉眼所見だけでは腫瘍との判別が困難であるため病理組織

検査が必須であり、さらに外科切除や内科療法で予後良好である
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図3　猫の喉頭癌の内視鏡所見
左披裂軟骨小角結節に連続する塊病変が声門裂を閉塞していた

図4　犬の喉頭癌の内視鏡所見
気管チューブが披裂軟骨間に挿管されている。喉頭蓋基部にカリフ
ラワー状の結節病変がみえる
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ため 15）、重要な鑑別疾患である。

治療

　腫瘍の種類（良性か悪性か）、発生部位、病期に応じて、外科

切除、化学療法、放射線療法、もしくはそれらの併用が考えられ

る 5）。化学療法や放射線療法の詳細については、腫瘍科や放射線

科の文献に委ねたい。ただ残念ながら一般に、悪性腫瘍で喉頭の

閉塞が重度であれば予後不良である。ここでは救急処置と外科療

法について概説する。

■ 1．救急処置

　前述のように喉頭腫瘍は重度な上気道閉塞を示し、生命の危機

に瀕する状態で来院することがある。起立不能、ほとんど音のな

い著明な吸気努力、チアノーゼ、削痩、呼吸数減少（30回 /分以

下）などを示している。

● 初期治療：上気道閉塞性疾患の救急の初期治療で共通すること

は外部冷却である。もっとも安全で確実な方法であり、体温上

昇を伴っている場合には、とくに有効である。気温や床温度の

低いところや通気性のよいところへの移動、冷タオルで体幹

部を覆う、団扇などであおぐ、保冷剤を腹部や腋下や内股に

当てる、水をかけるなどを行う。喉頭腫瘍による急性呼吸困難

は、周囲の炎症性浮腫や気管分泌物過剰、猫では炎症や潰瘍に

よる痛みによる喉頭痙攣が直接の原因となっているため、抗

炎症薬としてプレドニゾロン1 . 0mg/kg IM、 分泌物抑制のため

アトロピン0 . 05mg/kg SC、鎮痛鎮静のためブトルファノール

0 . 2mg/kg IMを行う。さらに、上気道閉塞による肺胞低換気

が生じているので高濃度酸素吸入を行えば、低酸素血症が改善

できる。酸素投与の効果を期待するには、外部冷却やこれら投

薬を先行し、できるだけ喉頭部の気道を開存させなければいけ

ない。15分程度でなんらかの効果が現れれば処置を継続する。

その間にさらに症状が増悪すれば、気管切開を考慮すべきであ

る。

● 一時的気管切開：初期治療で反応しない場合に行われる。まず

胸部Ｘ線側面像にて、気管に異物や腫瘍や圧迫などの閉塞病変

がなく、肺野過膨張所見を必ず確認する。この時点で喉頭疾患

の確定診断は重要でない。切迫した状況であれば、最低限の毛

刈りや消毒などの術野準備を行い、皮膚切開部に局所麻酔を迅

速に施し、できるだけ速く皮膚切開を行い、第3～6気管軟骨

輪間の輪状靭帯に小さな切開を入れる。切開は気管全周の1/3

を目安にする。それだけで呼吸は楽になるが、できるだけ細い

気管チューブをまず気管切開孔に挿管し、速やかに吸入麻酔に

移行する。心電図、SpO2、カプノグラム、血圧などのバイタル

サインを確認してから、静脈ラインを確保する。麻酔管理が安

定したところで、喉頭の観察や生検、または内視鏡検査を行う。

　切迫状況でない場合には、通常の全身麻酔の前処置と導入

を行い、気管内挿管を試みる。挿管前にＸ線にて気管内閉塞病

変を確認することは前項のとおり必須である。喉頭腫瘍では予

測以上に声門裂が閉塞しており、通常の挿管が困難な症例があ

る。したがって、気管切開予定症例に対して、先端の丸いスタ

イレットの基部にできるだけ細い気管チューブを通したものを

用意しておき、挿管時にまずスタイレットを声門裂に通し気管

内に到達後、ゼリーを十分塗った気管チューブを誘導するよう

に挿入するとよい。この処置を透視下で行えれば気管の走行に

合わせてスタイレットを進められ、気管穿孔などを防ぐことが

できる。それでも挿管不能なら、自発呼吸を維持し、できるか

ぎり気管チューブを喉頭付近まで挿入し、前項のように緊急気

管切開を行う。

　麻酔は、吸入麻酔とプロポフォール持続投与の2つを併用す

る。術野確保までは気管チューブ挿管下に吸入麻酔で人工呼吸

管理も可能だが、気管切開から気管切開チューブ挿管までは、

切開孔から麻酔ガスがリークしてしまうため、プロポフォール

持続投与による自発呼吸管理となる。検査または減量手術等が

終了後、自発呼吸再開の時期まで待ち、気管切開チューブを設

置する。肺機能が保たれていれば気管切開後、呼吸困難は著明

に改善する（図5）。図6～9におおよその手順を示した。気管

切開管理中の動物は、喀痰の粘稠化を防ぐため湿度70～80％

の環境を維持する（図10）。外径は若干太くなるが、できるだ

けダブルルーメンの気管切開チューブを留置すれば術後管理を

容易にする（図11）。喀痰によるチューブの閉塞を避けるため

に2～4時間ごとにチューブ内筒を交換し、気道開存を維持す

る 16）。喉頭腫瘍が疑われる場合、病理診断が確定するまで入院

にてこの管理を続ける。

上気道閉塞性疾患 ⑪　 喉頭腫瘍1

図5　図2の症例に緊急に一時的気管切開を行った直後の様子
呼吸困難から解放されリラックスしている



48 http : //www. animalmedia. co. jp

■ 2．外科療法

1）緩和的腫瘍減量

　出血や既存構造に注意を払い、気道開存の目的で行う。筆者は

仰臥位で気管切開にて気道確保後、観察と生検に引き続いて行っ

ている。気管支鏡下に高周波スネア、アルゴンプラズマ凝固、

ホットバイオプシーを用いたり、または直視下に電気メスやアル

ゴンプラズマ凝固を用いたりしている。腫瘍切除のために炭酸ガ

スレーザーも有効かもしれない。術後、気管切開チューブを留置

し、数日間一時的気管切開の管理が必要となる。あくまで病理診

断が判明するまでの一時的な症状の緩和にすぎない。

2）喉頭切除術

　片側声帯に限局した腫瘍の場合、永久気管開口術を回避し機能

温存のため片側喉頭部分切除術 8）（図12）が紹介されている。喉

頭部分切除後の再建には筋皮弁利用 8 ,17）も有用であると報告され

ている。筆者は片側喉頭部分切除術の経験はない。術前に腫瘍の

犬・猫の呼吸器科

図6　一時的気管切開のための横切開。前後に支持糸をかける 図7　術中挿管を行う。ここから気道確保し、喉頭の検査、手術を
行う

図8　検査、手術終了後、気管切開チューブを気管切開孔に留置し、
前後5mm程度残し、皮膚縫合する。胸骨舌骨筋は縫合しない。テー
プはリーク防止のためチューブ孔に貼付けている

図9　経口挿管した気管チューブを気管切開孔までゆっくり引き
抜き、気管切開チューブを留置する。覚醒まで経口挿管した気管
チューブで気道を確保しておく

図10　一時気管切開術後の管理の様子
乾燥防止のため、頸部にストッキネットを装着し、その内部に温め
た生理食塩液で浸したガーゼを入れる。また、湿度70～80％の環
境を維持する
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上気道閉塞性疾患 ⑪　 喉頭腫瘍1

図11　ダブルルーメン気管切開チューブ［高研式気管カニューレ（複管）：高研］
図のチューブはディスポーザブルタイプ。チューブ内が気道内分泌物で閉塞しないように2～6時間ごとに内筒を交換して管理する。第3～
第5気管軟骨間の輪状靭帯に設置し、チューブ外径は頸部気管径の75%程度がよい。
チューブの外筒の側孔は、内筒のみを抜き専用の栓をすると発声を可能とするために設けられている。動物ではこの側孔構造を利用して、
気管内径が気管切開チューブの外径にほぼ等しい場合、同様の処置をして閉塞試験を実施できる

図12　片側喉頭部分切除術
Ⅰ . 甲状軟骨腹側正中切開（必要なら輪状軟骨も含む）し声帯を周
辺組織を露出する。Ⅱ . 粘膜、披裂軟骨、筋（破線部）を甲状軟骨
の深さまで切除する。Ⅲ .  甲状軟骨側面を頭側部（a）と尾側部分（b）
を縫合のために残しておく。Ⅳ .  組織の切除部分。甲状軟骨の頭側
（a）と尾側部分（b）を残して、喉頭小嚢の頭側粘膜（c）、声帯突
起の切断面（d）、披裂軟骨小角突起の腹側部（e）、喉頭粘膜縁（f）
がみえる。Ⅴ . 甲状軟骨縁を合わせ縫合する（aとb）。甲状軟骨と
軟部組織を合わせ正中部（c）を縫合する。左右軟骨先端部はずれ
が生じる。挿入図：切除側のさまざまな縫合ラインを示す水平断面
図。甲状軟骨部の縫合（aとb）、喉頭小嚢粘膜（d）を輪状軟骨（f）
との縫合。喉頭小嚢の粘膜（c）と仮性声帯の残り部分（e）の縫合。
切除部分は筋皮弁で被覆されることもある 17）

出典： Nelson A. W.  ： Laryngeal Trauma and Stenosis.  In： Slatter D. ,  ed.  Textbook 
of Small Animal Surgery,  3 rd ed.  845 - 857 ,  Figure 54 - 6（p 854） ,  
Philadelphia： WB Saunders,  2003 .

図13　喉頭全摘出術および永久気管開口術
Ⅰ . 切除ライン（破線で示す）。気管の分離（a）、輪状咽頭筋および
甲状咽頭筋（b）、舌骨咽頭筋（c）、甲状舌骨および腹側軟部組織（d）。
Ⅱ . 咽頭粘膜の切除ライン（破線で示す）。この切除は喉頭のライン
に沿って尾側方より粘膜の裏側から切除することになる。Ⅲ .  気管
は永久開口させる。胸骨舌骨筋（a）と気管を縫合固定する。その
次に気管と皮下組織（b）および皮膚（c）と縫合する。Ⅳ .  皮膚と
粘膜を正確に配置させなければいけない。細い非吸収性縫合糸を用
いて縫合する
出典： Nelson A. W.  ： Laryngeal Trauma and Stenosis.  In： Slatter D. ,  ed.  Textbook 

of Small Animal Surgery,  3 rd ed.  845 - 857 ,  Figure 54 - 7（p 856） ,  
Philadelphia： WB Saunders,  2003 .
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浸潤範囲を正確に把握することは困難であり、喉頭全摘術および

永久気管開口術 8 ,10 ,18）（図13）が選択されることが多い。

予後

　喉頭腫瘍の予後は、腫瘍の種類、大きさ、局所浸潤の程度に

よって決まる 5）。良性腫瘍では外科的切除だけで完全寛解が可能

であり、予後良好である。悪性リンパ腫の場合、緩和的部分切除

に加え化学療法を実施すれば予後が期待できる。前述したペンシ

ルバニア大学が10年間で経験した喉頭腫瘍20例中、猫の喉頭悪

性リンパ腫と診断された4例のうち、化学療法を行った症例では

4カ月および6カ月の生存期間が得られた。ほかの2例は術中安

楽死と3カ月後安楽死を行っていた。その他の悪性腫瘍は一般に

予後不良であり、ペンシルバニア大学の経験では悪性リンパ腫以

外の悪性喉頭腫瘍11例中、7例は診断後安楽死が選択された。根

治を目指すなら、外科切除、化学療法、そして放射線療法を組み

合わせる必要がある。近年の本邦の報告で、2頭のシェットラン

ド・シープドッグの喉頭扁平上皮癌に喉頭全摘術と永久気管開口

術が適用され、十分なQOLを維持し、ともに4カ月間生存した症

例がある 10）。喉頭全摘出術により18カ月間以上生存しQOLも良

好に保たれたとの海外報告がある 18）。この術式を行うには咽喉

頭周辺の局所解剖を熟知する必要があり、誰しも同じ結果は得ら

れないと思われるが、貴重な報告例である。

　一方、同じくシェットランド・シープドッグの喉頭腺扁平上皮

癌に緩和的部分切除と化学療法を組み合わせて8カ月の生存期間

が得られたとの報告もある 9）。

　ただし、猫に関しては本来永久気管切開術後の生存期間が犬に

比べ非常に短く 16）（平均94日 19）、中央値20 . 5日 20））、また食欲低

下など合併症も生じるので、かならずしもQOLも維持されるとは

言えない。したがって猫では、外科的な技量にかかわらず、喉頭

全摘出術および永久気管開口術の予後は期待できない。猫の喉頭

や気管内マス病変を示した27例の研究では平均生存期間はわずか

5日間にすぎなかったと報告されている 21）。

おわりに

　閉塞性喉頭疾患は、同じ急性上気道閉塞症状を示す。塊病変で

も良性腫瘍や肉芽腫性喉頭炎なら予後良好である。しかし、悪性

腫瘍ならリンパ腫を除き予後不良である。根治術を行うか否かは

別として、閉塞性喉頭疾患の診断を行うことは十分に価値があ

る。悪性喉頭腫瘍の報告は散発的でまとまった報告がなく、どの

治療法を選択するかは症例に応じ術者の判断による。治療技術の

進歩により治療成果が改善されることを願うが、未だ挑戦的疾患

といえる。次号では症例を示す。

相模が丘動物病院　呼吸器科
www.sagamigaoka-ac.com

当院は呼吸器科のみの専門診療を行っています。呼吸器疾患症
例紹介を受付けております。詳細は、当院ホームページをご覧
ください。
「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミナー」を12月より東京・JR
水道橋駅近くの会場で3回に分け開催することになりました。
当院ホームページ「小動物呼吸器セミナー」よりセミナー参加
予約を受付けております。
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