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上気道閉塞性疾患 ⑳
気管切開術

−局所解剖と一時的気管切開術−
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

はじめに

解剖と生理

上気道閉塞性疾患のテーマの最後に気管切開術を取りあげ

気管は 2 つのおもな役割を持つ。1 つは外界から下気道へ

る。気管切開術は、目的により一時的気管切開術と永久気管

の空気の導管として、もう 1 つは下気道や肺から粒子状物質

切開術に分けられる。これらの切開術は重度上気道閉塞疾患

（微生物や塵埃）を除去する経路としてである。気管は喉

の診療においては不可欠な手技であり、おおよその流れを

頭の輪状軟骨と 2 本の主気管支をつなぐ半剛体の管である。

図 1 に示した。

犬の気管は約 35 個のＣ字型の硝子軟骨で構成されている。

一時的気管切開術は、上気道外科手術における術野確保の

気管軟骨の背側欠損部は、平滑筋性の気管筋と結合組織に

ため、または、急性上気道閉塞患者から確実に呼吸困難症

よって橋渡しされている。この部分は膜性壁と呼ばれる。各

状を回避する緊急処置のために行われる。一時的に気管に

軟骨間は輪状靭帯と呼ばれる線維弾性組織の帯によって縦方

チューブを挿入するだけであり、上気道閉塞が解消すればこ

向に結合されている。このような構造により、気管は破損や

のチューブを抜き、元の状態に戻すことができる。注意深い

虚脱を起こさずに自由に動くことできる。気管の深部左右

24 時間の入院管理が必要となる。

背外側には、総頸動脈、内頸静脈、および迷走交感神経幹

永久気管切開術は、咽喉頭腫瘍や喉頭虚脱など、根治困難

を含む 2 つの神経血管束が並走し、また迷走神経が胸腔内で

な上気道閉塞疾患に対する最終手段である。元の状態に戻す

反転し、分枝した反回神経が気管左右外側に接し走行してい

ことはできない。しかし、術後管理を終えれば自宅管理が可

る（図 2）
。喉頭背側の咽頭喉頭部から気管背側には食道が

能となる。

並走し、胸郭前口部で気管の左背外側に位置するようになる

どちらも、鼻腔から咽頭までの加温・加湿・異物除去とい

が、胸腔に入ると再び気管背側を走行するようになる。気管

う自然な吸気の流れをバイパスするものであり、そのために

の硝子軟骨には原則として血管はないが、軟骨周囲の軟骨膜

生じる生理的問題もよく考慮して術後管理する必要がある。

には血管が分布している。気管軟骨は損傷後、軟骨膜の線維
芽細胞が賦活化され軟骨細胞に分化し、軟骨は再生する。
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重度上気道閉塞の診療の手順
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張、整然とした並置縫合が行われないこと、肉芽形成および

気管への直接の栄養血管は気管周囲疎性結合組織内の網工

感染は、気管瘻孔の狭窄形成を促進する要因になる 1）。

状をなす細動脈であり、これらは気管最前位付近で総頸動脈
から分岐する前甲状腺動脈と、気管後部の腕頭動脈付近で分

正常な気管では、粘液で捕捉された異物は粘液線毛系に

岐する後甲状腺動脈の 2 本から派生しているのみで、気管中

よって喉頭に押し戻され、咽頭で咳として排出されたり嚥下

央部分には主要供給血管はない。したがって、気管中央部は

されたりする。粘液線毛系は 2 層の粘液層と線毛上皮細胞か

外傷や外科侵襲などにより虚血に陥りやすい。永久気管切開

らなり、気道や肺胞から粒子状物質の除去に重要な役割を

ではある程度の術後ろう孔狭窄は免れない。術部の過度な緊

担っている（図 3）
。表面のゲル層は粘性が高く粒状物質を
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気管周囲の局所解剖

城下幸仁：上部気道の外科 - 気管切開術 , Tech Mag Vet Surg, 16（1）：66-84, インターズー , 2012. より許可を得て転載、改変
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図 3 粘液線毛系。2 層の粘液層と線毛上皮細胞からなり、気道や肺胞から粒子状物質の除去に重要な役割を担っている。乾燥気吸入はこの粒
子除去機能を低下させる
West J.B.（堀江孝至訳）：呼吸の病態生理第 2 版 , 図 70, 医学書院 , 1990. より改変
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沈着しやすくし、下層のゾル層は粘性が低く線毛が運動しや

喉頭疾患 8, 9）も対象となる。逆に、気管中央部以降の気管虚

すくなっている。これらの粘液は気管支壁内の気管支腺およ

脱や気道内腫瘍などは、気管切開チューブが閉塞部分まで届

び上皮内の杯細胞から分泌されている。線毛の一方向の律動

かないために不適である 7）。ただし、後述するようなシリコ

的な動きが表面のゲル層を中枢気道から咽頭へ押しあげる構

ン T チューブを用いれば、気管虚脱 Grade4 や気管狭窄は気

造になっている。気管では、粘液層は毎分 12.6mm の速度で

管切開術の適応となると筆者は考えている。鼻呼吸ができな

動いている

。この粘液の流れは猫や若齢犬でもっとも早

くなり睡眠時無呼吸に陥った場合も緊急処置として気管切開

く、温かく乾燥した空気の吸入でも加速される 。このよう

を行っている。典型例が本連載で提唱した咽頭気道症候群ス

な吸入粒子物質の排除機構は、鼻呼吸下で吸入気から鼻腔や

テージⅢ a である 10）。

1-3）

1）

咽頭で大きな粒子を捕捉し、また同時に吸入気が加温・加
湿され、はじめて有効に作用するようになる。犬では、湿

緊急気管切開実施のタイミング

度 40% 以下の乾燥気を直接気管に 24 時間吸入すると気管気

筆者の調べたかぎり、小動物臨床において緊急気管切開

管支粘膜に障害が生じるが、25~35℃の 100% 飽和水蒸気吸

術の明確な実施基準はない。上気道閉塞を放置しておくと

入であれば粘膜障害は生じない 4）。また、飽和水蒸気吸入で

数時間で陰圧性肺水腫を生じ、呼吸症状はきわめて悪化す

も 35℃以上になると粘膜障害が起こる 。気管粘膜は乾燥刺

る 11, 12）。逆に、速やかに気管切開を決断すれば、処置直後に

激を受けると粘液産生量を増やし、さらに線毛運動が低下す

呼吸症状は改善する。上気道閉塞症状の程度の指標もなく、

る。すなわち、異物の除去効率は低下する。気管切開や永久

獣医師の判断による。筆者の考え方だが、呼吸数が毎分 30

気管孔設置の状態では、乾燥気が直接気道内に流入し、気道

回未満、吸気時異常呼吸音が大きい、肋骨が明瞭に浮き上が

内分泌物が粘稠化し、気管支の閉塞によって肺機能が低下

るほどの強調された胸式努力呼吸、頸伸展、動けないなどの

し、濃厚で大量の喀痰によりチューブの閉塞や気管孔閉塞が

呼吸困難症状、胸部Ｘ線にて気管虚脱や気管腫瘍なく肺野透

生じやすくなる。しかし、永久気管孔部の線毛上皮は 16 週

過性亢進の所見あり、動脈血ガス分析にて高炭酸ガス・低酸

間以内に正常な機能を回復する 5）。

素血症で AaDo230mmHg 未満の肺胞低換気所見がそろえば、

4）

ただちに緊急気管切開を行うべきである。疾患の特定は重要

一時的気管切開術

Temporary Tracheostomy

ではない。また、睡眠時に咽頭が虚脱して呼吸できなくなる
睡眠時無呼吸症を示した場合も、すぐに気管切開を行う 10）。
筆者が 4 年間で実施した気管切開 41 例中 19 例が上気道閉塞

適応

疾患に対する呼吸困難緩和目的であり、そのうち 15 例は緊
および重度な急性上気道

急気管切開であった。上気道閉塞性呼吸困難は疾患によら

において適応となる。前者は、口咽頭や喉頭外

ず、徹底した外部冷却や冷温管理によって症状が速やかに緩

科が主であるが、上気道の腫瘍に対する放射線療法期間中に

和される。短頭種気道症候群の持続性ストライダーはその好

上気道外科手術の周術期管理
閉塞症状

6, 7）

6）

も実施されることがある 。後者は、緊急性が高い。急性上

例であり、呼吸増加による上気道の浮腫が消失すれば呼吸は

気道閉塞の動物は、吸気時間の明らかな延長がみられ、吸気

安定する。症例によっては、そうした処置により気管切開は

時に開口呼吸を伴ったストライダー（ヒーヒー、ガーガー言

回避できる可能性がある。数時間の冷温管理と、症状の再現

う）が認められる。救急救命という点では疾患を正確に特定

性をみて最終決断をする。

1）

する必要はないが、少なくとも喉頭から前で気道閉塞が生じ
ていることを確認する必要がある。上気道閉塞に伴い肺機能

気管切開チューブの選択

低下を示し、人工呼吸管理が必要な場合にも適応となる 1）。

気管切開チューブの外径は、頸部気管内径の 75% 程度の

犬猫を含めた一時的気管切開術 89 例の報告では 15 例が緊急

ものを選ぶ 13）。気管切開チューブには単純な 1 本の管のシン

処置であった 6）。本手術が適用された疾患は、喉頭麻痺が 37

グルルーメン・タイプと、外筒と内筒からなるダブルルーメ

例ともっとも多く、次いで短頭種気道症候群が 19 例であり、

ン・タイプとがある。ダブルルーメンの利点は、外筒を装着

そのほかに喉頭外傷、炎症性喉頭疾患、喉頭腫瘍、無声手術

したままで内筒を取り外して洗浄できるため患者への負担が

などがあり、少ないが気管裂傷修復期、唾液腺腫瘍、急性

きわめて少ないことである。一方、獣医療におけるその欠点

喉頭気管炎も含まれた 。上気道内の異物、腫瘍、外傷、ポ

はシングルルーメンより太いことであり、患者の気管が細い

リープで気道閉塞を起こす場合 、喉頭虚脱 、猫の炎症性

場合には適さない 7）。また、気管切開チューブにはカフなし

6）

7）

7）
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とカフ付きがある。上気道外科手術後や急性上気道閉塞の気

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

道管理が目的であれば、カフなしを使用する。重度肺機能

気管チューブを誘導するように挿入すると良い。麻酔は、吸

低下も伴い陽圧呼吸管理が必要である場合にのみカフ付き

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

チューブが用いられる。したがって覚醒下での管理は、原則

保までは気管チューブ挿管下で吸入麻酔による人工呼吸管理

としてカフなしダブルルーメンの気管切開チューブを用い

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

る（図 4）
。しかし、猫や超小型犬などでは、頸部気管径の

孔から麻酔ガスがリークしてしまうことから、通常の気管

100% に近いダブルルーメンチューブを選択しなければなら

チューブからの吸入麻酔による人工呼吸管理ではなく、プロ

ないこともある。その場合、気管切開チューブの設置を正確

ポフォール持続投与による自発呼吸管理となる。上気道外科

に行い、内筒交換も頻回に行う必要がある 。筆者は、重度

手術の場合、手術に先行し気管切開を行い術中挿管を行う。

気管虚脱や気管狭窄で緊急性の高い場合、シリコンＴチュー

手術終了後、前述同様、自発呼吸再開の時期まで待ち、気管

ブを選択し可及的気道開存を行うことがある（図 5）。

切開チューブを設置する。また、経口からの気管内挿管が不

6）

麻酔管理

可能な症例（顎関節が開かない症例など）に対しても一時的
な気管切開が必要となる。その際、ケタミンやバルビツレー

気管切開前に気管内挿管しておくことが望ましいが、喉頭

トなど呼吸抑制の少ない導入麻酔薬を選択し、気管チューブ

腫瘍など重度の閉塞性喉頭疾患では予測以上に声門裂が閉

先端を舌根の先のできるかぎり喉頭に近いところまで一度設

塞していることがある。したがって、気管切開予定症例に

置し、自発呼吸を維持しながら術野には局所麻酔を施して気

は、先端の丸いスタイレットの基部にできるだけ細い気管

管切開し術中挿管を行う。

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

外科手技
横 切 開 に よ る 気 管 切 開 術（Transverse Tracheostomy）
がもっとも一般的である（図 6）
。気管軟骨を傷つけること
がないためチューブ抜管後の気管修復にはもっとも合理的
である。そのほか、気管フラップ法（Inverted Ventral Wall
7）
Flap）や縦切開による気管切開術（Vertical Tracheostomy）

（図 6）が別法として紹介されている 1）。6 時間の留置であ
れば気管は縦切開も横切開でも同様に修復されて気管径に差
は生じなかったという 14）。しかし、縦切開法では長期留置で
チューブに接する気管軟骨部分にかかる圧力のため粘膜壊死
を起こす可能性があり推奨されない 15）。気管フラップ法で
図 5 気管虚脱 GradeIV の犬に対し、緊急気管切開しシリコンＴ
チューブを設置した例。
最終治療の気管内ステント留置まで可及的に留置を続けた

は、抜管後気管切開孔を周囲皮膚切開部とともに縫合せず二
期癒合させても気管に有意な狭窄は生じなかった 16）。近年、

図 4 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）。写真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
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横方向フラップ法 17）
（Transverse Flap Tracheostomy。図 7）

た 17）。気管が細い猫などで有用かもしれない。ただし、抜

が報告された。横方向フラップ法は気管に簡単に操作できる

管後の二期癒合による気管狭窄発症の程度は明らかではな

開閉窓を作成し、シングルルーメンチューブ交換を 1 人でも

い 17）。

容易に実施できる。報告では 4 〜 25 日間管理が可能であっ

A

B

C

図 6 一時的気管切開術
A：横切開による気管切開術、B：気管フラップ、C：垂直切開による気管切開術。
BとC は気管軟骨を切断する必要がある

城下幸仁：上部気道の外科 - 気管切開術 , Tech Mag Vet Surg, 16（1）
：66-84, インターズー , 2012.より許可を得て転載

1

3

2

4

図 7 横方向フラップ法。気管切開の窓を簡単に開閉で
きるように工夫されている
胸骨舌骨筋を気管の背側で縫合し、点線で示した気
管切開部位を皮下織の高さまで引き上げる
横方向フラップは 2〜3 軟骨輪を囲むように作成する。
長軸方向の切開ラインは正中よりも外側につくる
切開創の前後の皮膚を閉鎖する。 皮膚から気管フ
ラップの腹側面に向けマットレス縫合 1 糸を施す。
針を通す順序は、皮膚、皮下、軟骨、気管粘膜、そ
して針を返し気管内面から外側に向け、気管粘膜か
ら逆に皮膚までとなる
マットレス縫合の断端は長く残し、気管切開チューブ
を抜いたり挿入するときに皮膚と気管フラップを操作
しやすくしておく
原 図 出 典： Macintire D.K. ：Transverse Flap Tracheostomy,
A Technique for Temporary Tracheostomy of Intermediate
Duration, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
1995, 5：25-31.
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とどめておく（図 11）
。気管全周の 1/3 の横切開では抜管後

術式

60

の気管狭窄の程度は 5％以内である 6）。切開縁を十分展開し

ここではもっとも一般的であり、筆者も常用している横切

て気管切開チューブを円滑に挿入できるように、切開部分

開による気管切開術（Transverse Tracheostomy）の術式に

の前後の軟骨輪の正中部に非吸収性縫合糸で支持縫合を行

ついて記述する。

う（図 12）。糸の断端は結節をつくり、牽引しやすいように

動物は左右の前肢を後方に引きながら仰臥位に保定し、頸

ループ状にしておけば、のちにチューブの滑脱があった場合

部を丸めたタオルや布の上に乗せる。 頸部腹側の正中をほ

でも、無麻酔でこの支持糸を牽引し気管切開孔を開き気管切

かの手術同様に消毒し、術野の準備を行う（図 8）。頸部皮

開チューブの再設置が可能となる。糸をかけるのが難しけれ

膚正中を輪状軟骨のレベルから、内部の構造を十分に確認

ば、輪状靭帯に注射針でまず針穴をあけてから針糸を通すと

可能な範囲まで皮膚切開し（10cm 以内）、胸骨舌骨筋を同

支持糸をかけやすくなる（図 13）。上気道外科手術および喉

定する（図 9）
。開創器を用い胸骨舌骨筋を外側に牽引して

頭の内視鏡検査を行う場合、ここで術中挿管を行う。モス

気管を露出する（図 10）。気管切開は第 3 から第 5 気管軟骨

キートで切開孔を鈍性に拡大し挿管する（図 14）。切開孔が

輪の間の輪状靭帯で行う。切開は気管全周の 1/3 程度までに

小さくチューブ挿管が困難なようであれば鋭性に切開を広げ

図8

図9

保定

胸骨舌骨筋露出

図 10

気管露出

図 11

気管切開

図 12

両側支持糸設置牽引 - 気管 T 抜く

図 13

気管に21G 針通す
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気管切開術

−局所解剖と一時的気管切開術−

るが、気管全周の 65% を超えるべきではない 7）。また、気管

ようにして、残りの皮膚切開部を非吸収性縫合糸で縫合す

外側の反回神経を傷つけないように注意する。術中にチュー

る。気管チューブが残っている場合、気切チューブから呼気

ブが滑脱しないよう支持糸を胸骨舌骨筋に縫着する（図

がリークしないよう口にテープを貼っておく。気管切開孔頭

15）
。皮膚を仮閉鎖しておく（図 16）。手術や内視鏡検査が

側に支持糸を通さず、チューブ挿入時にその部分をモスキー

終了後、吸入麻酔からプロポフォール持続投与に移行し、自

トなどで押し下げる方法も紹介されているが、両側に支持糸

発呼吸管理にする。再度、気管切開創を開き、麻酔係にゆっ

を通しておけば覚醒時に両支持糸を牽引して再設置ができ

くり気管内チューブを口側に引き戻してもらい、前後の牽引

る。消毒用軟膏を切開創に塗布してから、気管切開チューブ

糸を用い、気管切開チューブを挿管する（図 17-1、17-2）。

の気管内部分が気管の走行に合うように皮膚とチューブの羽

チューブ前後の皮膚切開部を縫合する。皮下や左右胸骨舌骨

根部分の間に適度な量のガーゼを挟む（図 18）。チューブの

筋は縫合しない。チューブ前後には 5mm 程度の間隙を残す

羽根（ネックプレート）の縁に臍帯テープを結んで患者の首

図 14

術中挿管

図 15 ラセン入気管内チューブを胸骨舌骨筋に固定

図 16

皮膚仮縫合

図 17 -1

気切チューブ設置

図 18 ガーゼ挟む

図 17 -2

気切チューブの位置をＸ線または透視で確認する
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に巻く（図 19）。この時点で横臥にして頸部Ｘ線検査かビデ

吸引カテーテルを用いチューブ内の吸引をする 1, 7）。吸引カ

オ透視にて気管切開チューブと気管との位置関係を確認し、

テーテルの外径は気管切開チューブの内径の 1/3 以下で、吸

チューブの角度はガーゼの量とテープ締め具合にて調節する

引時間は 5 秒以下で行うべきである 7）。吸引時間は 12 秒以内

（図 20）
。このテープが緩むとチューブが外れやすくなるの

とも言われる 1）。吸引時には迷走神経刺激により、除脈 1）、

で、固く結ぶ。被毛の多い動物では臍帯テープと皮膚とのず

ギャギングや嘔吐がみられることがある 6）。誤嚥を防止する

れが生じやすいので高い確率で気管切開チューブは滑脱す

ために食後 30 分以内に吸引を行ってはならない 6）。著明な

る。したがって、そのような動物ではテープ部分の頸部全周

低酸素血症を起こしたり患者にストレスを与えたりするから

の毛刈りを行ってから固定するほうが安全である。チューブ

である 1, 6, 7）。吸引前後にはかならず患者の酸素化を行う 1,7）。

の羽根部分と皮膚を縫合して固定する方法が一部の文献で紹

気道の湿度管理は、1 時間ごとに気管切開チューブに 0.1 〜

介されているが、皮膚や皮下組織量が多い動物ではこの方

0.2mL/kg の生理食塩液を注入したり、ネブライゼーション

法はかえってチューブの横方法への移動を起こしやすくし

を行ったりする 1）。生理食塩液を定期注入する場合、高ナト

チューブが滑脱しやすくなる。筆者の経験では、臍帯テープ

リウム血症を起こす可能性がある 7）。筆者は、経験的に気道

をしっかり結ぶことが、どのような大きさの動物でももっと

湿度管理は重要と考えており、1 日 2 回ネブライゼーション

も安定して固定される。

を行い、気管切開チューブ口に滅菌生理食塩液で湿らせた
ガーゼなどを頸部ネットに挟んで軽く当てて常時乾燥を防

術後管理

止している（図 21）。さらに、筆者は文献に基づき、湿度 70

気管切開チューブが粘液や血液で閉塞したり、滑脱したり

〜 80%、温度 25℃の ICU 管理を行っているが、この環境に

して上気道閉塞徴候が生じないように注意深い集中管理が必

おいて患者は快適に過ごせるようである。経験的に、湿度管

要となる 1, 7）。チューブ内には細菌が増殖しやすい。これは

理を十分に行うと吸引回数頻度を減らすことができ、とくに

気道内フローラ由来であり、粘液停滞と気管切開チューブ設

猫の管理でのストレス軽減になる。気管切開孔の衛生管理と

置による粘液線毛系機能障害によるものであって、全身性抗

しては、まず切開部分を清潔かつ閉塞物がないように保つ必

生物質を投与すればチューブ管理を免れるという問題ではな

要があり、長毛種では創付近の毛を刈り、チューブ開口部に

い

。具体的なチューブ管理法は文献により多少差異があ

食べものや水が接触しないよう注意する 7）。ガーゼは少なく

るが、内容としては 1）チューブの交換と洗浄、2）チュー

とも 1 日 1 回は交換し、刺激の少ないポピドンヨードか 1%

ブ内吸引、3）湿度管理、4）気管切開孔の衛生管理となる 。

以下のクロルヘキシジンで術部を消毒する 1）。ガーゼ交換時

チューブ交換は 2 〜 6 時間ごと 13） に行い、2% クロルヘキシ

はチューブ滑脱のないよう慎重に行う 1）。筆者はダブルルー

ジン溶液に浸漬後よくすすぎ、生理食塩液で再び洗浄してか

メンチューブを使用する頻度が高いが、内筒交換をしても上

ら再設置する 1）。チューブ内吸引は、術直後は 15 分ごと、

気道閉塞が改善しない場合を数例経験した。滑脱していた場

安定後 4 〜 6 時間ごとに行う 。滅菌された先の丸い専用の

合が多かったが、外筒先端部と接触する気管粘膜に反応性肉

18）

1）

1）

図 19

臍帯テープで固定

図 20
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芽が形成されていたり（図 22）、外筒先端断面にフィルム状
の乾燥喀痰の膜が形成されていたり（図 23）、気管切開チュー

気管切開術

−局所解剖と一時的気管切開術−

気管切開チューブの抜去

ブ先端のすぐ尾側が胸郭前口部の気管虚脱部に位置していた

上気道閉塞が解決したら気管切開チューブは抜去できる。

場合（図 24）あった。これらの場合、細い吸引カテーテル

気管切開 89 例でチューブ留置期間は平均 56 時間、全体の

をチューブに通すと一時的に呼吸困難がただちに緩和する。

71% は 48 時間以内であったと報告されている 6）。チューブ

症状以外で滑脱や閉塞を判断するには、1）チューブ口から

を抜去する前には閉塞試験を行う。つまり、チューブ内腔を

十分な呼気流を指先で感じる、2）チューブ口にカプノグラ

閉塞させたときにチューブの周辺部を介して十分に呼吸でき

ムのサンプリングチューブを近づけ安定した波形があるかど

るかを確認する。可能であれば、終日閉塞し睡眠時にもいび

うか
（図 25）、で筆者はみている。頸部Ｘ線検査も有用だが、

きの悪化や吸気努力のないことを確認しておいたほうが良

気管切開チューブが横にずれていると判別は難しい。

い。覚醒時であれば強制的に運動を数十分間行わせる。患者

図 21 気管切開後の管理。 乾燥を防ぐために頸部周囲にストッキ
ネットなどを装着し、チューブ口付近に湿らせたガーゼを挟んでいる

図 22

外筒先端に肉芽あり

図 24

外筒先端が気管虚脱

図 23

外筒先端に乾燥した膜状喀痰あり

図 25 気管切開チューブの滑脱や閉塞していないかどうかは、カプ
ノメーターのサンプリングチューブをチューブ口に当て、カプノグラ
ムを描くかどうかで確認する
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が上気道閉塞徴候を示さず、チューブの周辺部を介して換気
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開放とし二期癒合によって治癒させる

。麻酔をかけて縫

1, 7）

合する必要はない。気管切開創周囲の衛生状態が不良の場合
や 1 週間以上の長期留置の場合などは、チューブを抜去する
ときに創部の分泌物を採取し、培養と抗生物質感受性試験に
供する。閉塞試験不耐であれば、永久気管切開術や喉頭全摘
術などの次の段階の治療を考慮する。

合併症
チューブの閉塞と滑脱が重要な合併症となる。横切開
による気管切開術 89 例での合併症は、部分的または完全
な チ ュ ー ブ の 閉 塞 が 16 例（18%）、 チ ュ ー ブ の 滑 脱 11 例
（12%）
、咳 26 例（29.5%）、ギャギング・レッチング・嘔吐
24 例（27%）、皮下気腫 5 例（6%）、感染 1 例（1%）であっ
た。逆に設置期間中全く合併症がみられなかった症例が 50
例（57%）であった。気管切開を繰り返した犬 2 例で気管壊
死が生じ、1 例は永久気管切開術を行い 6 年間生存したが、
1 例は壊死部切除 2 日後に呼吸困難で死亡した 6）。気管切開
チューブの大きさの規格に制限があるため、猫や小型犬では
大型犬よりチューブ閉塞などの合併症が生じやすい 6）。抜管
後の晩期合併症に気管狭窄がある 1）。これは損傷や切除した
気管軟骨の数、チューブの動揺程度、気管切開チューブの留
置期間、過剰カフ圧の要因が発症に依存する 1）。正しく注意
深い管理を行えばこれら合併症を最小限にすることができ、
患者の呼吸を楽にすることができる 19）。
次回は、永久気管切開術について記述する。

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います。また、呼吸器科では
研修医を募集しております。詳細は、当院ホームページ
をご覧ください。
テルコム㈱協賛にて「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミ
ナー」を開催しており、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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