
1
 はじめに

　発咳 coughingは咳受容体刺激を介する反射であり，爆発

的な呼気努力として現れる 1-3）。これは，気道内に貯留した分

泌物や異物を気道外に排除するための生体防御反応である。

咳受容体は気道系に存在する。呼吸困難症状を切り離して考

え，発咳のみに注目するならば，そもそも発咳は気道系疾患

の直接的なサインであり，心疾患のサインではない。一般に

小動物臨床において発咳は慢性心疾患の一徴候と考えられて

いるようであるが，驚くことに慢性心疾患が発咳を生じる機

序について明確に説明した文献は見当たらない。2009年に

American College of Veterinary Internal Medicine

（ACVIM）で作成された犬の慢性僧帽弁閉鎖不全症に関する

ガイドラインには，ステージ Cにある犬は同時に慢性気管気

管支疾患に罹患している可能性があり，発咳という徴候単独

で弁膜症の進行と考えてはならないと記述されている 4）。こ

のガイドラインのなかでは慢性僧帽弁閉鎖不全症の一般的な

徴候に発咳があるとは明記されていない。ヒトのうっ血性心

不全の主要な主訴は労作時の息切れや易疲労性であり 5, 6），

咳嗽ではない。ヒトの慢性咳嗽の主要な鑑別疾患は喘息と慢

性閉塞性肺疾患であり，慢性心不全は一般には加えない 7, 8）。

当院呼吸器科の経験でも，慢性発咳を主訴とする場合は心不

全を伴わない慢性気管支炎であることが圧倒的に多い。

　それでは，なぜ小動物臨床では慢性発咳が慢性心不全と

関連づけられるのであろうか？　近年，犬の僧帽弁逆流によ

る心拡大と気管支軟化症との関連性が報告されている 9）。こ

の報告のなかでは，気管支軟化症が認められた犬の約 8割は

細菌感染や気道炎症性変化を起こさずに，発咳が生じてい

た 9）。胸部X線写真で肺うっ血がみられず，VHS＞11.4の心

拡大がみられ，慢性発咳を示した犬では，心基底部に接する

気管支を中心に複数の葉気管支で虚脱がみられたという報告

もある 10）。心拡大自体が気管支を圧迫したり胸膜腔容積を

減少させたりして，気管支軟化症を起こし，咳受容体を刺激

しているのかもしれない。いまだ十分に解明されていないが，

咳反射の機序を考えると左心房拡大による左主気管支の圧迫
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による発咳は理解しやすい。主気管支の管外性圧迫は，咳受

容体を刺激し持続性中枢気道性発咳を生じうる理由になる。

　犬のうっ血性心不全で生じるといわれる痰産生咳は慢性気

管支炎の症状と一致しており，その発咳症状だけで心不全と

診断することはできない。ヒトではうっ血性心不全の一つの

徴候に発作性夜間喘鳴 11）が認められており，それが犬では痰

産生性咳として現れている可能性がある。動物の循環器疾患

と発咳の発生機序の間には，いまだ知られていない関連があ

るのかもしれない。本稿では，呼吸器科の視点から，最初に

咳反射の機序を解説し，次に発咳の臨床分類，最後に左心房

拡大による左主気管支の圧迫について症例を紹介し考察する。

 咳反射の機序
発咳の病態

　発咳は，迷走神経に支配された限定的な部位に刺激が加

わった場合に起こり，延髄の孤束核に存在する咳中枢に刺激

が伝達され，発咳反応が惹起される。声門閉鎖と同時に胸部

と腹部の呼気筋の収縮が起こり，声門が部分的に開いて，大

発咳の病態

きな音を発して生じる 2）。迷走神経支配臓器としては，外耳，

食道，腹部臓器が含まれる。ヒトでは胃食道逆流症で慢性咳

嗽を起こすことが知られている。これは誤嚥を起こすためで

はなく，胃酸で障害された食道遠位の迷走神経が活性化する

ことで咳反射が生じるためである。咽頭炎も発咳を生じるが，

これは咽頭粘膜刺激由来ではなく，炎症性分泌液の喉頭およ

び気管への刺激で生じる。なぜなら，咽頭は舌咽神経支配で

あり迷走神経支配ではないからである。

　咳の性質は，気道のどのような部位が刺激されたかによる。

喉頭に機械的刺激が加わった場合には，吸気は伴わずにただ

ちに呼気努力を生じる。これは「呼気反射」とよばれる。気道

の刺激が末梢で起こるほど咳の吸気相がより著明になる。細

気管支や肺胞刺激は発咳を起こさない。猫は，喉頭や気管の

受容体が機械的な刺激に対してきわめて感受性が高く，非常

に急速に反応する。この受容体は何度刺激しても反応が弱ま

ることはない。中枢気道性発咳が大きな音で執拗に持続する

のはそのためである。一方，気道深部に進むほど受容体の化

学的刺激に対する感受性が高くなり，機械的刺激に対する感

受性が低くなる（図1）。ここでは明らかに反復刺激に対して

順応し，反応が弱くなっていく。気管支肺炎の湿咳が弱く間

欠的に生じるのはこのような理由による。実験的には，吸入
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 図1  気管気管支樹における刺
激部位に応じた反応
気管や主気管支などの肺外気管支に
は急速適応受容体（RARs）が多く分
布し，異物や粘液，圧迫などの機械
的刺激による発咳が生じやすい。肺
内気管支に入るとそのような反応は
起こりにくくなる。一方，細気管支
領域から肺内気管支深部は気管支C
線維受容体が全体の7～8割を占め
る。この受容体刺激単独では発咳抑
制性に作用するが，後述の神経因性
炎症を介したRARsとの協調によっ
て，炎症や吸入物質などの化学的刺
激による弱い発咳を引き起こす。肺
胞には肺C線維受容体が存在するが，
この受容体刺激は発咳を抑制する。
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刺激でも発咳は引き起こされるが，喉頭，気管，太い気管支

での炎症やさまざまな病変も発咳の強力な刺激になる。しか

し，肺胞レベルの疾患，たとえば肺うっ血や肺水腫，線維化

などでは発咳はほとんどみられない 2）。咳反射の経路につい

ては十分に解明されていない部分も多いが，多くは動物実験

によって研究されており，獣医療ではその結果を臨床にもそ

のまま受け入れることができる。ただ，動物種間で咳応答に

多少の違いはある。

受容体の種類とその特徴

　気管気管支樹および肺における知覚神経終末は，5つの異

なるタイプがあることが知られている（表1）。このうち slow-

ly adapting pulmonary stretch receptorsは，いわゆる肺伸

展受容体で呼吸様式に影響を与える受容体であり，咳刺激に

は反応しない。気管分岐部に存在する神経上皮小体に関連

する知覚神経も，発咳を起こさない。発咳に関連する神経求

心路は，急速適応伸展受容体 rapidly adapting pulmonary 

stretch receptor（RARs）とC線維受容体である。

◉急速適応伸展受容体　RARs

　RARsは発咳の主要な知覚路となる。喉頭，気管，肺門の

気管分岐部，葉気管支の分岐部などに分布し，気道上皮細

胞付近に自由神経終末として存在する。異物や粘液などによ

る機械的な触刺激，および吸入などによる化学的刺激といっ

た種々の刺激に反応して，典型的な咳反射が誘発される。求

心性線維は有髄であり，刺激があると即座に気道に混入した

異物を排出，除去するという反射に適した機構になっている。

そのため「急速適応」との名がつけられている。または irri-

tant receptorsともいう。猫の気管気管支樹では，気管分岐部，

気管，肺外気管支の順に受容体が多く分布し，肺内気管支

受容体の種類とその特徴

には存在しない 2）。

◉C線維受容体

　末梢気道からの求心性神経は 7～8割が無髄C線維である。

C線維はさまざまな侵害性因子により興奮する。気管支循環

より血液が供給される気管支C線維受容体と，肺循環より

供給される肺C線維受容体がある。気管支C線維受容体刺

激によって起こる発咳は，直接作用ではない（後述）ため

RARsの刺激によって起こる発咳より弱い。また，機械的刺

激よりも化学的刺激に反応する。肺内の気管支C線維受容

体はむしろ発咳を抑制する作用をもつというエビデンスがあ

る 12, 13）。肺C線維受容体は，細気管支や肺胞領域に分布する。

とくに肺胞隔壁内の毛細血管周囲に主に存在し，以前は J 

receptorsともよばれていた 14）（「J」は「傍毛細血管 juxta-cap-

illary」を意味する）。したがって，肺水腫や充血，血行を介

した薬物やメディエータに反応するが発咳は起こさない。猫

では，肺C線維受容体には喉頭刺激や気管刺激によって生

じる発咳を抑制する作用があることが確認されている 15）。

　C線維は上皮および粘膜内において網工をなし，分泌腺，

毛細血管，気管支平滑筋，自律神経節にも線維が到達してい

る。気道上皮の末端の受容体が刺激されると咳中枢に刺激が

伝達されるが，末梢気道内の侵害性刺激が長期化すると，こ

の網工を介してタキキニン類とよばれる神経ペプチドを放出

する。これを軸索反射とよぶ。神経ペプチドは主に3種類あり，

サブスタンス P（SP）は血管透過性亢進，ニューロキニンA

は気管支平滑筋収縮，カルシトニン遺伝子関連ペプチド cal-

citonin gene-related peptide（CGRP）は毛細血管拡張の作用

を現す。この現象は神経因性炎症neurogenic infl ammation

とよばれ 2）（図2），生理的には外来性刺激物質を時間をかけ

て除去する機能をもつ。しかし，一方では末梢気道域に二次

性の気道炎症を引き起こす可能性がある。

 表1  気管気管支樹および肺における知覚神経終末

受容体 部位 線維
slowly adapting pulmonary stretch receptors 気道の平滑筋 Aa～b（有髄）

急速適応伸展受容体
rapidly adapting pulmonary stretch receptors（RARs） 気道上皮 Ad（有髄）

肺C線維 肺胞壁 C（無髄）

気管支C線維 気道壁 C（無髄）

神経上皮小体 気管分岐部上皮 不明
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それぞれの受容体はどのような刺激に対して
反応し，どのように反射応答するのか

　それぞれの受容体が反応する刺激を表2に示した 2）。い

それぞれの受容体はどのような刺激に対して
反応し，どのように反射応答するのか

ずれの受容体も同様の刺激に反応するが，その感受性は異な

る。とくに機械的刺激に対する反応は RARsでは強く，C線

維受容体では弱い。肺C線維受容体は肺胞隔壁内にあるた

め肺水腫や間質性肺疾患に反応する。これらの刺激に対する

 表2  それぞれの受容体が反応する刺激（文献2より引用，改変）
機械的刺激に対する反応はRARsでは強く，C線維受容体では弱い。肺Ｃ線維受容体は肺胞隔壁内にあるため肺水腫や間質
性肺疾患に反応する。

受容体
C線維受容体

RARs
肺 気管支

機械的刺激

肺の膨張

異物 異物

肺の膨張
肺の縮小
異物
塵埃
粘液

化学的刺激

刺激性ガス
タバコの煙
カプサイシン
吸入麻酔薬

刺激性ガス 刺激性ガス
タバコの煙
カプサイシン
吸入麻酔薬

メディエータ

アセチルコリン
ヒスタミン
セロトニン
プロスタグランジン
ブラジキニン
サブスタンスP

ヒスタミン
セロトニン
プロスタグランジン
ブラジキニン

アセチルコリン
ヒスタミン
セロトニン
プロスタグランジン
ブラジキニン
サブスタンスP

疾患

微小血栓
肺水腫
肺うっ血
肺炎

肺うっ血

微小血栓
微生物感染
虚脱
気管支収縮

外来刺激 抗原

肥満細胞
平滑筋

腺細胞

血管
軸索反射

求心性入力
C線維

気道上皮細胞

SP

CGRP

SP
NKA

SP
NKA  図2  気管支C線維受容体の刺

激応答
外来刺激に対し咳中枢に求心性入力
がある一方で，軸索反射によって粘
膜内に逆行性に神経ペプチドが放出
される（神経因性炎症）。
SP：サブスタンスP，CGRP：カル
シトニン遺伝子関連ペプチド，
NKA：ニューロキニンA
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咳中枢への入力の結果の反射応答は，表3のようになる 2）。

肺C線維活性は発咳を抑制することに注目してほしい。無麻

酔下では C線維受容体に対する反応は常に浅速呼吸であり，

麻酔下では常に一過性の無呼吸がみられる。

咳反射における気管支C線維受容体の役割

　肺内の気管支C線維受容体は，中枢には発咳抑制性に作

用していると述べた。一方で，C線維受容体からは気管支に

おける侵害要因に対し内因性の神経ペプチド（SP，ニューロ

キニンA，CGRPなど）が逆行性に放出されており，それら

が RARsを刺激して発咳を増強し，結局は発咳を起こすため

の補助的な役割を果たしている（図3）。

咳反射における気管支C線維受容体の役割

結局のところ，臨床上の発咳の発現機序とは

　喉頭と気管気管支樹に存在するRARsが発咳の主要な知

覚路であることには間違いない。さらに，C線維受容体由来

の神経因性炎症が RARsの活性化を修飾し，複雑な相互作

用が存在している。結局，RARsの活性化とC線維受容体

刺激の程度による。つまり，発咳が起こるか否かは①RARs

への直接的な咳刺激，②C線維終末から放出される神経ペ

プチドによる間接的な RARsへの刺激，③C線維反射応答

による中枢咳抑制の 3つのバランスによって決まる。

結局のところ，臨床上の発咳の発現機序とは

 表3  刺激に対するそれぞれの受容体の反射応答（文献2より引用，改変）
肺C線維活性は発咳を抑制することに注目。

C線維受容体
RARs

肺 気管支
無呼吸
頻呼吸
発咳抑制
気管支収縮
粘液分泌
喉頭閉鎖
血管拡張
脊髄反射

無呼吸
頻呼吸

気管支収縮
粘液分泌

発咳
頻呼吸
深い呼吸
気管支収縮
粘液分泌
喉頭閉鎖
血管拡張

粘液
機械的刺激

粘膜

上皮

吸入刺激

タキキニン類

ペプチダーゼ

CNS

発咳

発咳抑制 発咳刺激

抗ペプチダーゼ

タキキニン
拮抗薬

C線維受容体 RAR

 図3  咳反射におけるタキキニン類（サブスタンスP，
ニューロキニンA，CGRPなど）の役割（文献2より
引用，改変）
タキキニン類はC線維受容体から放出され，RARsに拡散し，
それを刺激して発咳を起こす。ペプチダーゼによって分解され
るが，ペプチダーゼは抗ペプチダーゼによって抑制される。タ
キキニン拮抗薬はRARsにおけるタキキニン類の作用を抑制す
る。C線維受容体に強い刺激があれば，咳中枢に抑制的に作
用する。
CNS：中枢神経系，RAR：急速適応受容体
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 発咳の分類
　ヒトでは，咳嗽を症状の持続期間により，急性（3週間以内），

遷延性（3～8週間），慢性（8週間以上）と分類する 16）。急性

咳嗽は，ウイルス感染や細菌感染がその原因のほとんどを占

める。持続期間が長期化すると感染が原因である可能性は低

くなる。ある報告では，一冬に生じた上気道感染症 131例の

うち 93％に咳嗽がみられ，78％は少なくとも 1週間持続し，

58％は 2週間，35％は 3週間持続したが，10週間も続いた

のはわずか 1例のみであったという 17）。慢性咳嗽では原因は

喘息と慢性閉塞性肺疾患が全体の 70％を占める 8）。このよう

に，咳嗽症状の持続期間は疾患鑑別の最初の基準になる。獣

医療でも同様に 2カ月以上続く発咳を慢性発咳とよぶが，急

性発咳および遷延性発咳の定義は明らかでない 3）。著者は経

験的に 2週間以内の経過を急性発咳と考え，胸部X線写真

に特異所見が認められなければ経験的抗菌薬治療を試みる。

獣医療でも，慢性発咳はウイルスや細菌感染が原因となるこ

とは少なく，後鼻漏，慢性気管支炎，心拡大，好酸球性肺疾

患，犬糸状虫症，気管虚脱，腫瘍，寄生虫感染（Oslerus 
osleri 感染）などが鑑別疾患にあげられている 3）。

　次に，咳の性質を考える。湿咳wet cough，乾咳dry 

cough，痰産生咳 productive coughと一般的に分類されて

いるが，とくに動物では湿咳と痰産生咳の区別が明らかでな

く実用性に欠ける。著者は咳の性質と持続性により表4のよ

うに臨床的に分類している。

 左心房拡大による
左主気管支の圧迫
について

　弁膜症により僧帽弁逆流を伴い 3カ月以上の慢性発咳を

示した犬 16頭を，左心房拡大が著明であった群と軽度であっ

た群に分け，気管支鏡所見を比較した研究がある。その結果，

予期に反して両被検群とも複数の葉気管支に虚脱がみられ，

その分布に有意差がみられなかった 10）。この報告では，左心

房拡大が左主気管支のみを圧迫して発咳を起こしていたわけ

ではなかったとの結果になった。

　著者は，難治性の持続性中枢気道性咳がみられ，胸部X

線写真で左心房拡大による左主気管支の圧迫所見があった 2

例を気管支鏡で観察している。その症例を紹介する。

 表4  著者が行っている発咳の臨床分類

分類 特徴

湿咳 音量が小さくて柔らかくこもった咳。1回ごとの発咳に力はない。末梢気道肺疾患を示唆し，肺機能
が低下している。細菌性気管支肺炎の典型所見。

乾咳 高音調で響く咳。

単発性 喉頭刺激による。突然始まり，3～5回程度の強い乾咳が続き，喉に何かがからまったようなしぐさ
をして終わる。持続しない。慢性鼻炎に継発する後鼻漏，咽喉頭炎などで生じる。

発作性 アレルギー性気道疾患による。突然始まり，強い呼気努力を伴い，通常は数回で終わる。発作間期は
まったく正常。猫の喘息など。

持続性 一度始まると，それが次の咳刺激となり持続する。

中枢気道性

気管，気管分岐部，主気管支に咳刺激がある場合に生じる。甲高く，音量が大きく，耳ざわりな乾咳
が続く。痰を喀出するしぐさはみられず，乾咳のみが続く。興奮時に発咳が悪化するが安静時には生
じない。1日中続くこともある。肺機能は正常であることが多いため，全身状態は維持されており，
咳をしながら動きまわることができる。伝染性気管気管支炎（ケンネルコフ），左心房拡大による左主
気管支の圧迫など。とくにガチョウの鳴声様の甲高い持続性乾咳は，気管虚脱の典型所見である。

痰産生性　

末梢気道肺実質疾患により末梢気道内に過量分泌物が貯留した状態で生じる。乾咳が続いたあとに必
ず「カーッ」という音ともに痰を喀出するしぐさを示す（terminal retch）。1回ごとの発咳は努力性で，
喉の切れるような高音調な咳をする。安静時にも生じ，朝方や夜に悪化し，一晩中続くことある。動
脈血酸素分圧が 50～60 mmHg と低下していることが多く，全身状態も低下しており，とくに発咳時
には苦しそうな様子がみられる。慢性気管支炎，心拡大，好酸球性肺炎などでみられる。
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症例 1

C a s e  P r e s e n t a t i o n

【初診時】

症例：チワワ，雄，8歳。

来院経緯 ： 8カ月前に聴診で収縮期逆流性心雑音

（Levine 4／6），胸部X線検査で心陰影の拡大を指摘さ

れていた。最近，発咳が多くなってきたとのことで当院

呼吸器科を受診した。

身体検査：体重 3.56 kg，全身状態は良好。聴診で心基

底部で最大音となる収縮期逆流性心雑音（Levine 4／6），

左主気管支領域にスナップ音が認められた。

胸部X線検査：心陰影拡大がみられた。ラテラル像では，

右心耳の拡張を伴い，VHS 12.2という著明な心拡大，

著明な左心房拡大と主気管支陰影の不鮮明化，後肺野

のび漫性の間質パターンが認められた（図4a）。背腹

（DV）像では，左肺野はX腺透過性亢進，右肺野は肺門

側に間質パターンがみられた。また，心臓胸郭比（CTR）

は 0.52と正常範囲内であった（図4b）。

血液検査：全血球計算および血液化学検査は異常なし。

診断：僧帽弁閉鎖不全症。

治療・経過：フロセミド 1 mg／kg，ジギタリス 0.005 

mg／kg，ベナゼプリル0.35 mg／kg，硝酸イソソルビド0.35 

mg／kgを，それぞれ 1日 2回経口投与する治療を継続

した。興奮時に始まる持続性中枢気道性発咳に，目立っ

た改善はみられなかった。

【第211病日】

左心房拡大と後大動脈の間で
左主気管支の圧迫が生じていたことがわかった症例

 図4  症例 1の初診時胸部X線画像

図4b　背腹（DV）像。左肺野はX線透過性亢進，右肺野は肺門側に間質パターン
がみられた。

図4a　ラテラル像。右心耳の拡大を伴い，VHS 12.2という著明な心拡大および著明
な左心房拡大，主気管支陰影の不鮮明化，後肺野のび漫性の間質パターンが認められ
た。
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胸部X線検査：心陰影に変化は認められなかったが，

肺野の陰影が改善していた。

動脈血ガス分析：pH 7.44，PaCO2 29.0 mmHg，PaO2 

87 mmHg，［HCO3
－］19.4 mmol／L，ベースエクセス－3.0 

mmol／L，SaO2 96.7％，肺胞気動脈血酸素分圧較差（A-

aDo2）27 mmHgと低酸素血症は認められなかったため，

気管支鏡検査を行った。

気管支鏡検査：左主気管支の管外性圧迫のため，呼吸

の動きにかかわらず気管支粘膜が背腹方向に常に接着し，

さらにその閉塞部には心拍動に同調した振動が認められ

た（図5）。粘膜接触部は浮腫を呈していた。左主気管

支部の閉塞部を越えると，左肺後葉の気管支は虚脱はみ

られず十分に開いていた。このような閉塞病変が存在す

るという環境が機械的刺激となり，咳受容体が持続的に

刺激されていた。また，右肺中葉気管支（RB2）および右

肺後葉気管支（RB4）に 50％の固定性狭窄がみられた。

この所見から，左心房拡大により左主気管支が圧迫され

ていると確定診断を下した。

経過：その後も発咳の徴候は改善せず，胸部X線写真

上で心陰影拡大所見が進行していった。

【第751病日】

症状：頻呼吸となり呼吸状態が急性増悪した。同時に持

続性中枢気道性咳も悪化した。胸部X線撮影後にチア

ノーゼを起こし，ICUでの管理が必要となった。酸素吸

入下ではすみやかに呼吸状態や発咳が改善した。

胸部X線検査：CTR 0.70，VHS 14.2と心拡大がさらに

進行しており，右肺野に広く肺胞浸潤影が生じていた。

治療・経過：これまでの内服処置にフロセミドの皮下投

与（1 mg／kg，1日 2回）を加えたところ，3日後に呼吸困

難は改善した。しかし，ICU外に出ると頻呼吸になり，

同時に強い持続性発咳も呈し呼吸困難となった。

【第753病日】

胸部X線検査：DV像では右肺野に間質パターンが広

がっており，左肺野は過膨張および X線透過性亢進を

示し，非対称性変化が認められた（図6）。

動脈血ガス分析：pH 7.52，PaCO2 36.0 mmHg，PaO2 

51 mmHg，［HCO3
－］29.2 mmol／L，ベースエクセス－6.5 

mmol／L，SaO2 89.2％，A-aDO2 58 mmHgと，急性代

謝性アルカローシスおよび重度の低酸素血症を示した。

アルカローシスはフロセミドの頻回投与，低酸素血症は

換気血流比不均等によるものと考えられた。左肺は左主

気管支圧迫に伴う閉塞によってチェックバルブ機構が生

じ，肺気腫様病変を形成して換気不良による低酸素とな

り，び漫性に低酸素性肺動脈攣縮が生じ，右肺側に血

 図5  第 211病日の気管支鏡画像（仰臥位）
気管分岐部。左側は，左主気管支の気管分岐部を少し越えた部位
で管腔が腹側と背側の2方向から圧迫されていた。この圧迫性閉
塞部の長さは短く，左肺後葉気管支の入口付近は開いていた。右主
気管支は十分に開いていた。

 図6  第 753病
日の胸部X線DV
像
左肺野は過膨張およ
びX線透過性の亢
進を示し，右肺野に
は間質パターンが広
がり，非対称性変化
が認められた。
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流再分布が起こったために右肺でうっ血が生じたと考え

られた。

血液検査：hANPは 327 pg／mLと著しく上昇していた。

治療：これ以上の循環管理は内科的には困難であった。

【第767病日】

胸部X線検査：ラテラル像では心陰影の拡大はVHS 

14.5とさらに進行していた（図7）。

症状：ICUからの離脱が困難になっていた。

治療：治療時期を逸してしまったかもしれないが，左主

気管支の圧迫部にステントを留置し左肺の換気を回復で

きれば，肺内の換気血流分布が改善されて低酸素血症

が緩和される可能性があると考え，高いリスクを承知の

うえで左主気管支ステント留置術を飼い主に提案したと

ころ，同意を得たので実施することになった。

【第774病日】

治療：当時，この症例の気管支にあうステントはDu-

mon®シリコンステント以外を入手することは困難で

あった。硬性気管支鏡を用いステント留置を試みた。し

かし，留置直後より急に徐脈になり，心停止に至り死亡

した。

剖検：左主気管支の圧迫性閉塞は，後大動脈と交差す

る部分で生じており，さらに後大動脈は左肺後葉内側部

の間膜によって強く固定されていた（図8）。したがって，

左心房拡大によって左主気管支が腹側から圧迫されると，

後大動脈との間に挟まり閉塞すると推測された。気管支

鏡検査で認められた閉塞部の拍動性振動は，背側が後

大動脈，腹側が左心房の拍動によるものであると考えら

れた。

 図8  剖検写真
心臓，肺，気管気管支を背
側からみている。鑷子の先
端が左主気管支である。左
主気管支の圧迫性閉塞部は
後大動脈と交差する部分で
生じており，さらに後大動脈
は左肺後葉内側の間膜に
よって強く固定されていた。
：心臓， ：後大動脈

 図7  第 767病日の胸部X線ラテラル像
心陰影の拡大がさらに進行し，VHSは14.5になっていた。
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症例 2

【初診時】

症例：マルチーズ，雄，8歳。

来院経緯：1カ月前より強く大きな発咳が続く。心不全

に陥り，利尿薬を投与しても発咳が止まらない。精査加

療のため当院呼吸器科を受診した。

問診：発咳は，興奮時や体動時に始まり，まれに安静時

にもみられる。音量の大きな咳で一度始まると数分間続

き，一晩中続いたこともあった。一方，発咳の最後には

痰を出すしぐさが毎回みられる。持続性中枢気道性と痰

産生性の 2つの特徴を有していた。鎮咳薬は数時間しか

効果が持続しない。食欲および元気はある。

身体検査：体重 4.98 kg，ボディ・コンディション・スコア

（BCS）3／5，体温 38.7℃，心拍数 120回／分，パンティン

グ呼吸。診察時にも音量の大きな強い乾咳が続いていた。

吸気努力および呼気努力はなし。カフテスト陰性。胸部

タッピングでは発咳は誘発されず。聴診で肺野の呼吸音

増強あり，副雑音はなし。左主気管支部でスナップ音あ

り。僧帽弁口部で収縮期逆流性心雑音（Levine 3／6）が

認められた。

血液検査：血液化学検査でALP値の上昇（831U／L），

その他は全血球計算含め異常なし。

動脈血ガス分析：pH 7.52，PaCO2 23 mmHg，PaO2 93 

気管支鏡で左心房拡大による左主気管支の圧迫と診断し，
左主気管支内ステント留置後に発咳の緩和がみられた一例

 図9  症例 2の初診時胸部X線画像

図9b　DV像。左心房の拡大，左肺野のX線透過性亢進が認め
られ，右肺野は肺門側に間質パターンがみられた。

図9a　ラテラル像。著明な左心房拡大と心陰影拡大（VHS 11.4）が認めら
れた。
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mmHg，［HCO3
－］18.7 mmol／L，ベースエクセス－2.0 

mmol／L，SaO2 97.8％，A-aDO2 30 mmHgと急性呼吸

性アルカローシス（興奮によるものである可能性あり）お

よびA-aDO2の軽度開大が認められた。

胸部X線検査：著明な左心房拡大および VHS 11.4と

いう心陰影拡大がみられたが，肺野のX線透過性は良

好（図9）。X線透視検査で呼気時胸腔内気道虚脱が認

められた。

心エコー検査：重度の僧帽弁逆流，著しい左心房拡大

（LA／Ao 2.28）。

気管支鏡検査：症例 1と同様に，左主気管支は限局性

管外性圧迫のため背腹方向の気管支粘膜が接着し，さ

らにこの閉塞部に心拍動に同調した振動が認められた

（図10a）。右肺後葉気管支に気管支軟化症が認められ，

多量の粘稠度が高い分泌物が付着し気管支は閉塞して

いた（図10b）。分泌物を気管支ブラッシングで採取し

たが細菌は検出されなかった。

診断：①僧帽弁閉鎖不全症，②左心房拡大による左主

気管支の圧迫，③右肺後葉気管支（RB4）の軟化症。持

続性中枢気道性発咳は②と③，痰産生性咳は①により生

じていたと考えられた。

治療・経過：気管支軟化症については気管支拡張薬（テ

オフィリン 10 mg／kg，1日 2回）と去痰薬（L-カルボシス

テイン 25 mg／kg，1日 2回）を継続投与した。

【第63病日】

外科的治療：持続性の咳刺激改善を目的に，左主気管

支に自己拡張型ニチノールステント（VetStent-Trachea®，

10 mm×17 mm，Infi niti Medical 社）を留置し，左主気

管支を開口させた（図11）。直後には発咳は軽減したが，

5日後より持続性咳が再発した。

【第77病日（ステント留置術より14日後）】

紹介・治療：左主気管支へのステント留置が僧帽弁逆流

に与えた影響を正確に評価するため，麻布大学附属動物

病院の循環器科に紹介した。受診時に心原性肺水腫を

起こしていた。ACVIM分類ステージ Cの慢性僧帽弁閉

鎖不全症と診断され，ピモベンダン（0.28 mg／kg，1日 2

回），フロセミド（2.2 mg／kg，1日 2～3回），アラセプリ

ル（2.8 mg／kg，1日 1回），アムロジピン（0.125 mg／kg，

1日 1回）の投与を適宜調整しつつ開始した。さらに発咳

の程度と頻度に応じてブトルファノール（シロップ剤）0.1 

mg／kg（経口投与，1日 2～3回）を投与した。

経過：その後は，かかりつけの獣医師，麻布大学附属動

物病院循環器科，当院呼吸器科でフォローアップした。

心陰影や拡大していた左心房はある程度改善し，持続性

中枢気道性発咳はステント留置後約 6カ月が経過すると

自宅ではほとんどみられなくなり，QOLが改善し飼い主

図10a　気管分岐部。左主気管支は，
入口の直下で限局性管外性圧迫のため背
腹方向に気管支粘膜が接着し，さらにこ
の閉塞部には心拍動に同調した振動が認
められた。右主気管支は十分に開いていた。

 図11  第 63病日のステント留置時の気
管支鏡画像
左主気管支に自己拡張型ニチノールステント
（VetStent-Trachea®，10 mm×17 mm，Infi niti 
Medical 社）を留置し，左主気管支を開いた。
奥に左肺後葉入口がみえる。

 図10  初診時の気管支鏡画像（仰臥位）

図10b　右肺後葉気管支（RB4）。管外圧迫性
閉塞が認められる。閉塞部周辺に多量の粘液
が付着していた。
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の満足も得られた。現在，ステント留置後 17カ月（第

588病日）が経過しているが，全身状態は良好であり，ス

テントの移動や破損などの合併症はみられず（図12a），

呼気時の胸腔内気道虚脱もなく（図12b），X線DV像

で左右肺野陰影の非対称性は認められない（図12c）。

症例の考察

　ヒトと四脚歩行動物では，気管気管支樹に対する心臓の長

軸方向の相対的位置が異なる。動物では心基底部の直上に

気管分岐部が位置するが，ヒトでは心臓の長軸方向が気管気

管支樹とほぼ平行になり，心拡大が生じても肺門部の気管支

が圧迫されにくい。犬では，症例 1の剖検所見のように，左

症例の考察 主気管支は後大動脈と拡大した左心房の間に挟まれやすい位

置にある。この解剖学的位置が，犬で心拡大によって左主気

管支が圧迫され，発咳が起こりやすい原因になっているのか

もしれない。

　咳反射の機序から考察すると，主気管支領域は肺外気管

支でありRARsが多く分布し，さらに気管支C線維受容体

の発咳抑制作用も受けない。このような環境であるため，心

 図12  気管支ステント留置後17カ月目（第588病日）の胸部X線画像

図12c　DV像。右肺のうっ血および左肺野のX線透過性亢進は
みられず，症例1のような左右非対称性は認められなかった。

図12b　ラテラル像，呼気時。気管支軟化症に伴う呼気時胸腔
内気道虚脱所見はみられなかった。

図12a　ラテラル像，吸気時。ステントは移動も破損もなく良好に保持さ
れていた。
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だ未解明の部分が多いが，発咳の機序に従って考えれば，心

拡大が気道系に圧迫や虚脱を引き起こし，次いでそれが気道

内クリアランスの低下を招いているのかもしれない。
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拍動に同調した振動による閉塞部粘膜への触刺激が常に咳受

容体を刺激することになる。これが持続性中枢気道性咳の機

序であると考えられる。

　症例 2では，持続性の咳刺激緩和の一手段として，閉塞し

た左主気管支にステントの留置を試みた。心不全の進行のた

め，この段階にある症例はすでに麻酔リスクは高く，麻酔後

に肺水腫を起こす可能性が高い。症例 2は循環器科の補助

がありその問題は克服できた。現在でも弱い持続性咳を引き

起こすことがあるが，初診時に確認された右肺後葉気管支の

虚脱が関係していると考えている。この所見は，心拡大自体

が複数の気管支の虚脱を起こすという報告 10）に一致しており，

発咳をゼロにすることは難しいかもしれない。術後の肺水腫

のコントロールにはやや時間を要したが，持続性咳はステン

ト留置前に比べ程度が軽くなり，飼い主の十分な満足も得ら

れた。症例 2の初診時の咳刺激の主体は左主気管支の閉塞

にあり，左主気管支ステント留置は発咳の軽減によるQOL

改善に寄与したと著者は考えている。左主気管支の圧迫を放

置すると，症例 1のように右肺のうっ血を起こし長期生存が

困難になるおそれがある。今後も，かかりつけ医や循環器科

と連携し長期観察を続けることが望ましい。

 おわりに
　発咳は，咳受容体を刺激することによって生じ，咳受容体

の主体は喉頭および中枢気道に存在するRARsである。

RARsは気道内の触刺激，粘液，異物，炎症，吸入刺激物，

内因性神経ペプチドに反応する。肺胞内には RARsは分布

せず，肺C線維受容体が存在する。肺C線維受容体は，肺

水腫，充血，間質の炎症などに反応して発咳を抑制し，代わ

りに頻呼吸を引き起こす。心疾患と発咳とのかかわりはいま
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