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咽頭気道閉塞症候群（Pharyngeal airway 
obstruction syndrome：PAOS）とは？

　「短頭犬種以外で咽頭気道の構造的または機能的閉塞があ

り、いびき・スターター・興奮時ストライダー・睡眠呼吸障

害などを引き起こす上気道閉塞疾患」と定義する。呼吸器診

療ではよく遭遇するが、このような症候群を表現する診断名

がなく、今回、筆者の意見として本連載において咽頭気道閉

塞症候群として提唱させていただくことにした。喉頭の降

下、咽頭周囲軟部組織過剰、舌根の口咽頭内への後退、軟口

蓋の全周性過剰の4つの要因が単独または複合して存在し、

本疾患を構成する。これに対し「咽頭閉塞」は、腫瘤状病変

や異物や圧迫などの病的要因も含め、咽頭気道が閉塞や狭窄

している状態を言う。軟口蓋過長は犬の咽頭閉塞を示す代表

的疾患であるが、これは軟口蓋過長症として別に診断する。

短頭種気道症候群は、イングリッシュ・ブルドッグ、フレン

チ・ブルドッグ、ボストン・テリア、パグ、ペキニーズ、狆、

ボクサーを対象にし、外鼻孔狭窄、軟口蓋過長症、反転喉頭

小嚢、気管低形成および鼻道の解剖学的異常など、上気道の

各所に構造的異常がみられるが、咽頭気道閉塞症候群は咽頭

気道の異常に限定される（図1）。

　短頭種気道症候群との違いは以下のような点である。

　① 非短頭犬種に発症した場合を言う

　② 気道の問題は咽頭閉塞に限られる

　③   軟口蓋過長が合併することはほとんどない。短頭種気

道症候群では101/118例の患者に軟口蓋過長がみられ

たと報告されている 1）

解剖および生理

　鼻咽頭道を過ぎて喉頭に入るまでの咽頭気道は、外鼻孔か

ら始まる気道のなかで唯一、気道自体が骨や軟骨で支持され

ない軟性気道である。その代わりに舌骨装置内を通過し、外

傷や外圧から保護されている（図2）。しかし、気道壁その

ものは軟部組織であり、虚脱しやすい特性を持ち、咽頭周囲

に存在する咽頭気道拡大筋群の活動で咽頭内腔の大きさを調

整している。咽頭気道拡大筋群はおもに舌骨に終止する筋群

で構成され、代表的な咽頭拡大筋群（神経支配）は、胸骨舌

骨筋（頸神経と副神経）、甲状舌骨筋（頸神経と副神経）、オ

トガイ舌骨筋（舌下神経）、顎舌骨筋（三叉神経下顎枝）で

ある（図3）。これらは、開口呼吸や吸気努力の際に咽頭気

道を最大限に広げるように作用する。舌骨装置は、頭蓋の鼓

室胞後部から鼓室舌骨軟骨を介し茎状軟骨と関節し、U字状

を描いて甲状舌骨が喉頭の甲状軟骨の前背外側部と関節を形
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図2　正常なハスキーの頭部Ｘ線写真側面像。鼻咽頭道を過ぎて喉
頭に入るまでの咽頭気道は、骨や軟骨で支持されない軟性気道であ
り、舌骨装置の内部に位置する（点線の領域）。実線で囲んだ領域
は口咽頭を示す

図1　咽頭気道閉塞症候群（PAOS）の概念。軟口蓋過長症や短
頭種気道症候群（BAS）なども上気道閉塞性疾患に含まれるが、
PAOSは非短頭犬種で生じ、軟口蓋過長を示さない咽頭閉塞である
ことが特徴である
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成する（図2）。甲状軟骨との関節部は、頭部Ｘ線写真側面

像では第1頸椎と第2頸椎間に位置する（図2）。

　ブルドッグやヒトでは、咽頭気道の閉塞を防ぐため咽頭筋

活動を高める神経性調節が存在することがわかっている 1, 2）。

この神経性調節は意識レベルに大きく依存し、覚醒刺激で維

持され入眠により抑制される。睡眠時のとくにREM期には

咽頭拡大筋活動は低下し、すでに構造的に咽頭気道の閉塞が

存在する場合、睡眠時無呼吸に陥る。ブルドッグでは構造的

な咽頭閉塞を代償するために、咽頭拡大筋群が正常犬に比べ

覚醒時に有意に長く収縮していることがわかった 1）。ほかの

犬種では、このような体系的な咽頭気道の病態生理学的研究

は行われていない。磯野は、ヒトや小児の睡眠時や麻酔覚醒

時の咽頭閉塞について、咽頭気道の神経性調節の生理的抑制

と構造的咽頭閉塞の2つの要因のバランスから説明している
2）。

原因

1 構造的閉塞

　頭部Ｘ線側面像の所見で説明する。保定は、1）左右の下

顎骨の陰影がちょうど重なる、2）硬口蓋面がＸ線フィルムに

対し垂直になるようにし、閉口させた状態で撮影する（図4）。

頭部の角度は、立位になったときに前方をみることのできる

程度の「自然な位置」に保定する。最大吸気と最大呼気の2

枚を撮影する。吸気時異常呼吸音があれば、その音が生じて

いるときと生じていないタイミングで撮影する。Ｘ線透視検

査も同時に行い、連続した呼吸相の動きも観察する。

ⅰ）喉頭の降下（図5）

　頭部Ｘ線写真側面像の呼気時において、甲状軟骨との関節

部が第1頸椎と第2頸椎間より尾側に移動し、喉頭前縁が第

2～第3頸椎レベルにある。同時に、舌骨装置がU字型から

レ点型に伸展してみえることが多い。咽頭気道が延長するこ

とにより、咽頭気道が動的虚脱を起こしやすくなったり、咽

頭周囲に脂肪沈着などを含んで軟部組織量が多くなったりし

て、咽頭閉塞が生じやすくなる。また、咽頭は吸入気中の比

較的大きな粒子径の浮遊物を沈着させる気道クリアランスの

役割があるので、咽頭炎を起こしやすくなる。軟口蓋過長は

通常合併しない。
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図4　咽頭気道に問題のない11歳齢のトイ・プードルの頭部Ｘ線側
面像。左右の下顎の陰影がちょうど重なり、硬口蓋面がほぼ一線と
なっていることに注目。甲状舌骨と甲状軟骨との関節部の位置（▲）
は、第1～2頸椎間レベルにある

図5　喉頭降下。慢性気管支炎を示した8歳齢のポメラニアンの呼
気時頭部Ｘ線側面像。甲状舌骨と甲状軟骨との関節部の位置（▲）
は、第2～3頸椎間レベルに降下している。BCS2/5を示し肥満では
ないが、発咳発症の数年前から非常に大きないびきがあったという

図3　咽頭気道拡張筋群。おもに舌骨に終止する筋群で構成され、
主として胸骨舌骨筋、甲状舌骨筋、オトガイ舌骨筋および顎舌骨筋
からなる（城下幸仁：犬猫の呼吸器科 第5回 上気道閉塞性疾患　 
①短頭種気道症候群 , InfoVets 14（2）, 48-55, 2011. P50、図9より改変）
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ⅱ）咽頭周囲軟部組織過剰（図6）

　頭部Ｘ線写真側面像にて、咽頭背側壁と頸椎腹側面との距

離が増大する。吸気時には、咽頭気道陰影がほぼ消失するほ

ど咽頭周囲軟部組織が増量していることもある。この現象は

BCS4/5以上の肥満動物で多く生じ、十分な減量を行うと咽

頭背側壁と頸椎腹側面との距離が減少し、咽頭が開存し始め

る。したがって、筆者は咽頭周囲の筋間脂肪の増量が咽頭周

囲軟部組織過剰の要因と考えている。

ⅲ）舌根の口咽頭内への後退（図7）

　頭部Ｘ線写真側面像の吸気時に、舌根が口咽頭内に大きく

侵入して位置している。短頭犬種でもみられる。

ⅳ）全周性軟口蓋過剰（図8）

　軟口蓋尾側端と咽頭背側壁が一体化し、同時に動く。咽頭

内口が漏斗状に先細りになって狭窄していると考えられる。

Ｘ線写真では軟口蓋尾側端が不明瞭となり、咽頭背側壁と部

分的に連続しているようにみえる。

2 機能的閉塞（図9）

　咽頭気道の構造的閉塞が先行して生じ、咽頭拡大筋群によ

る代償が不能に陥ったときに生じる。頭部Ｘ線検査と同様の

保定で、透視にて呼気相で咽頭が虚脱し、吸気相で開存する

が、呼吸相を通じて虚脱している時間のほうが長い。吸気時

に同調して開口することが多い。睡眠時無呼吸が生じるた

め、QOLは著しく低下する。

犬・猫の呼吸器科

図6　咽頭周囲軟部組織過剰。10歳齢のポメラニアンの吸気および
呼気時頭部Ｘ線側面像。来院時に持続性ストライダーのため呼吸困
難を示したが、3日間の外部冷却のみで呼吸症状は安定化しＸ線検
査を行った。喉頭降下（▲）と咽頭背側壁と頸椎腹側面との距離が
増大している（両矢印）。吸気時には頸部気管虚脱もみられたが、
呼気時には虚脱しておらず（矢印）、動的頸部気管虚脱であったこと
がわかった。BCS4/5の肥満であり、6～7年前からスターターと、
同じ部屋にいると人の会話の障害になるほどの大きないびきがあっ
たという。病期はステージⅡであり、10％の体重減量を指示した

吸気

呼気

図7　舌根の口咽頭への後退。睡眠時無呼吸発作を繰り返した、3歳
齢のポメラニアンの吸気および呼気時頭部Ｘ線側面像。舌根の後退
（矢印）と喉頭降下（▲）を伴い、咽頭気道は完全に閉塞していた。
BCS2/5を示し肥満ではないが、幼少時から大きないびきがあったと
いう。病期はステージⅢaに相当し、永久気管切開術を行った
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疫学

　既存の疫学情報はもちろんないが、筆者の経験では、ポ

メラニアンがもっとも多く、次いでチワワ、シー・ズー、

ヨークシャー・テリアなどにもみられる。キャバリア・キン

グチャールズ・スパニエルも咽頭閉塞症状を示すことがある

が、軟口蓋過長症が主因のように思われる。次回に発症傾向

の分析を行う。

問診および症状

　いびき、低調スターター（覚醒時のいびき様呼吸音、「ズー」

とか「ズッ」）、興奮時ストライダー（大きく開口し、ガーガー

言う）などの上気道症状が常在する。肥満や猪首の体型であ

る。すぐに開口し、暑い環境でなくともパンティングする。

夏期や過剰な興奮で体温が上昇し、熱中症を起こしやすい。

熱中症の症状のまま数時間無処置で過ごすと陰圧性肺水腫を

生じ、重症化する。咽頭閉塞が重度であれば、ストライダー

に伴い咽頭液の喀出がみられたり、動的頸部気管虚脱を伴い

強いストライダーが持続したりすることがある。6～7歳齢

頃から間欠的に睡眠時無呼吸を示し、診察時に傾眠がみられ

ることがある。睡眠時無呼吸とは、ヒトでは「睡眠時10秒

以上の口鼻呼吸の停止」と定義されているが、犬では重度な

いびきが続き「カカッ」と言って夜間に何度か突然起きた

り、胸が異常に大きく動くほどの努力呼吸をしながら大きな

いびきをかいたりする症状として観察される。通常、覚醒時

はなんの問題もないように過ごしている。無処置で数カ月～

数年経過すると、完全窒息のため睡眠時無呼吸発作を頻発し

睡眠できなくなったり、覚醒時にも代償不全兆候が急に現れ

窒息状態となり、突然死したりすることがある。睡眠時無呼
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図8　全周性軟口蓋過剰。興奮後チアノーゼを示す、8歳齢のチワ
ワの呼気時頭部Ｘ線側面像。喉頭降下（▲）を伴い、軟口蓋尾側
端が不明瞭となり咽頭背側壁と部分的に連続しているようにみえる
（★）。BCS3/5を示し肥満ではない。いびきはないが、2年前に歯
科処置後の麻酔覚醒期に上気道閉塞性呼吸困難があった。診察時
横臥保定でスターターが生じた。病期はステージⅠに相当し、10％
の体重減量にてチアノーゼ発症はなくなった

図9　機能的閉塞を伴った重度な咽頭気道の構造的閉塞。7歳齢の
ポメラニアンの吸気および呼気時頭部Ｘ線側面像。3～4年前より
夏期にストライダーがみられ、次第に悪化しているとのことで受診。
喉頭降下（▲）と咽頭周囲軟部組織過剰（両矢印）と舌根の後退（矢
印）。BCS4/5の肥満であり、開口して睡眠し、診察時スターターと
閉口呼吸時に吸気努力がみられ、重度の高炭酸ガス血症と低酸素血
症が認められた（Paco2 44mmHg、Pao2 56mmHg）。病期はステー
ジⅡだが、呼気時咽頭閉塞の代償不全所見が認められた

吸気
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吸発作は、苦しそうにいびきをかきながら呼吸が止まり虚脱

することを繰り返す症状である。多くの飼い主はその状況に

対し、mouse to mouseやmouse to noseなどの人工呼吸を

ただちに施すなどの終日管理を行っている。また、いびきの

みで睡眠時無呼吸を示さず7～8歳齢以上を過ごした罹患犬

では、夜間や朝方に持続性痰産生咳を示す慢性気管支炎に移

行したり、肺機能低下を伴って慢性的にび漫性間質陰影を示

したりする場合がある。

診断

　まず十分な病歴聴取や身体検査を行う。いびき、スター

ター、興奮時ストライダー、睡眠呼吸障害が常在化していな

かったかを確認する。数カ月前から突然いびきやスターター

が始まり、摂食障害を伴い急速に病状が悪化している場合

は、咽頭腫瘍などの口咽頭腫瘤状病変を疑い、鑑別する必要

がある 3）。

　頭部Ｘ線および透視検査は、前述の咽頭の構造的閉塞と機

能的閉塞を把握するため必須となる。まず、構造的閉塞の

要因が存在し、軟口蓋過長症を伴っているかどうかを判断

する。次に、Ｘ線透視検査にて咽頭気道の呼吸相間変化を観

察し、とくに代償不全を示す呼気時咽頭虚脱がみられない

かを確認する。胸部Ｘ線撮影は、気管虚脱や陰圧性肺水腫

（図10）を確認するために有用である。

　動脈血ガス分析では、上気道閉塞が重度で慢性化している

場合には高炭酸ガス血症を示す。頻呼吸を伴う急性呼吸困難

を示した場合には、同時に陰圧性肺水腫を合併している可能

性があり、重篤な低酸素血症やAaDo2の著しい開大を示す。

上気道閉塞のみであればAaDo2＜30 mmHgであるため、末

梢気道・肺実質疾患との鑑別が可能である。

治療および予後

　咽頭気道閉塞症候群が疑われたら、開口呼吸やパンティン

グを抑制する目的で鎮静や麻酔を行ってはならない。開口し

ているのは咽頭気道が閉塞しているからであり、鎮静麻酔処

置は咽頭拡張の代償性の神経性調節能を失い、窒息死亡事故

に至る可能性がある。短頭種気道症候群と同様、慢性進行性

上気道閉塞性疾患であり、10歳齢未満で代償不全による突

然死が起こりうる。したがって、病期や重症度によって治療

法が異なる。また、いびきや睡眠呼吸障害はあるが軟口蓋過

長は合併していないことから、軟口蓋切除術は無意味であ

る。それどころか、術後には誤嚥が継続してみられ、それを

治療する手段はない。

●  ステージⅠ：いびきは軽度で、日中の興奮時のみストライ

ダーがみられる。

　4歳齢未満程度の若齢犬であれば、代償している可能性

がある。構造的閉塞のうち、肥満による咽頭周囲軟部組織

過剰の所見があれば体重の減量を行う。飼い主には、本

症の呼吸器症状は慢性進行性であることを十分説明し、

BCS4/5であれば－10%、BCS5/5であれば－20%の目標体

重を設定し、減量を強く勧める。

●  ステージⅡ：いびきが重度で、間欠的に睡眠時無呼吸あり。

覚醒期はスターターや興奮時ストライダーがよくみられる。

　構造的閉塞が重度、または代償不全兆候が現れていると

考えられる。肥満による咽頭周囲軟部組織過剰の所見があ

れば、減量は必須である。睡眠呼吸障害が重度であれば、

内科的上気道拡張療法であるミルナシプラン（トレドミン：

ヤンセンファーマ）1～2mg/kg PO q12～24hを減量期間

に併用する。同薬剤は、本来抗うつ薬でセロトニン作動薬

である。セロトニン作動薬は、短期間であればブルドッグ

の咽頭気道を広げる作用がある 1）。筆者は、いびき、スター

ター、ストライダーなどの上気道閉塞を示した犬14例にお

犬・猫の呼吸器科

図10　PAOSによって睡眠時無呼吸と陰圧性肺水腫を引き起こした
12歳齢のシー・ズーの胸部Ｘ線側面像。吸気時咽頭気道の虚脱が
みられる（矢印）。心陰影の拡大を示すが、心原性肺水腫の場合と
異なる間質パターンを示した。来院時、持続性に吸気努力を示し、
呼吸数は28回 /分、血液ガス分析では換気障害を伴わない重篤な
低酸素血症（Paco2 35mmHg、Pao2 37mmHg、AaDo2 74mmHg）
を示した。幼少時よりいびきやスターターがあり、2カ月前から睡眠
時無呼吸が始まり、2日前から睡眠不能となった。病期はステージ
ⅢaとⅢbが同時に起こっていた。まず、内科的上気道拡張を行い
つつ低温高濃度酸素室にて陰圧性肺水腫の治療を12日間かけて行
い、間質性陰影消失とPao2 56mmHg（room air）にて肺水腫の回
復を確認後、永久気管切開術を行った。在宅酸素療法に移行し、全
身状態良好に維持している
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けるミルナシプランの咽頭拡張効果を調べたが、治療効果

が安定したのはわずか1カ月間だけであった 4）。そこで、

症状が進行し減量が必須の場合、1～2カ月間で減量を徹

底して行い、その期間に、並行してミルナシプランの投与

を行うと良い。咽頭周囲軟部組織過剰の所見がなければ、

飼い主に永久気管切開術の選択肢を提示し、内科的上気道

拡張療法を行いつつ経過をみる。気温上昇や過度の興奮で

上気道閉塞症状が悪化するので、暑い時期には周囲の気温

を25℃程度に維持するよう厳重に管理したり、興奮後には

体温が上昇しストライダーが持続しないよう、通風や冷た

い水で濡らしたタオルや保冷剤などですぐに体を冷やした

りするように十分に指導しておく必要がある。

● ステージⅢa：睡眠時無呼吸発作が毎日続く。

　咽頭拡大筋群の代償不全末期であり、突然死のリスクが

ある。いわゆる「咽頭虚脱」の状態と言える。この場合、

永久気管切開術が選択されれば、予後は良好である 5）。こ

の時期は、睡眠不能の状況に陥っており、動物自体のQOL

は低下している。飼い主自身も、いつ動物が最期のときを

迎えるかと心配のため消耗していることが多い。覚醒期の

全身状態がまだ安定していれば、一時的にミルナシプラン

を投与し睡眠可能とすることはできるが、2週間以内には

手術を実施するほうが良い。

●  ステージⅢb：パンティングが持続し、体温を下げても呼

吸数が正常化しない。

　PAOSを基礎とした陰圧性肺水腫を起こしている可能性

ある。ただちに冷温管理可能な酸素室にて管理する。原則

的に利尿剤は効果がなく、体を冷やし吸入気酸素濃度を上

げ、呼吸数を下げることに徹する。呼吸数が安定しても、

胸部Ｘ線にて肺胞浸潤影が消失し、肺機能が完全に正常化

するには2カ月程度かかる。1～2日間の初期治療で安定

したら、ミルナシプラン1～2mg/kg PO 12～24hの内科

的上気道拡張を試みる。少なくとも2週間程度は入院管理

を続ける必要があるが、その後状態が安定すれば、在宅酸

素療法（FIo2 30%、24h）に切り替え、ミルナシプラン1～

2mg/kg PO 12～24hの継続内服を続ける。経過が良好で

あれば、全治2カ月を見越して在宅酸素療法を次第に離脱

させていく。PAOSで陰圧性肺水腫を起こす症例は、再発

を繰り返す可能性が高い。咽頭気道の構造的問題が重度で

あれば、QOL維持のため永久気管切開術も勧められる。こ

の手術に対する当院呼吸器科の方針を以下に示す。

【永久気管切開術の実施基準】

① 肺機能が正常であること（AaDo2＜30mmHg）

② 慢性気管支炎兆候がないこと

③ 気管虚脱がないこと

④   永久気管切開術以外に上気道閉塞症状を改善する手段が

ないこと

⑤ 飼い主が日々の自宅管理を了解し、行うことができること

   以上の条件を満たせば、PAOSによる睡眠時無呼吸に対す

る永久気管切開術後の予後は十分期待でき、飼い主の十分な

満足度も得られると考えられる。

【術後管理】

① 1日2回の在宅ネブライザー療法（生理食塩液＋抗生物質

＋去痰剤）

② 1日2～3回の気管瘻孔周囲の衛生管理（喀痰の拭き取り

と消毒）

③ 室内管理。室内は1年を通じて気温25℃、湿度40％以上

を保つ

④ 月に1度、定期検診で受診。瘻孔周囲の毛刈と喀痰培養

⑤ 気道感染の予防のために1～3日に1回抗生物質の内服継続

⑥ 全身のシャンプーは控える

⑦ 気管瘻孔の処置以外は、乾燥や空中浮遊物吸引を防ぐた

め、ガーゼや布状物で瘻孔前部を覆う

　次回は、症例を提示する。

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。
　また、「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミナー」を開催して
います。当院ホームページより参加予約を受付けておりま
す。呼吸器の臨床を基礎から学び直したいという方にお勧
めです。
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