犬・猫の呼吸器科

第 25 回

上気道閉塞性疾患 ㉑
気管切開術

−永久気管切開術−
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

皮膚を縫合し、恒久的な気道バイパスを作成する外科手術

適用

である 2, 9-11）。永久気管切開術実施時には、すでに気管切開

一時的気管切開術は、急性上気道閉塞疾患に対する緊急処

チューブが設置されている場合が多い。喉頭腫瘍などにより

置であるのに対し、永久気管切開術は、恒久的な気道バイパ

経口的に気管内挿管ができない場合は、気管切開孔からの挿

スを外科的に作成する。すなわち、気管切開チューブ管理が

管になる。その方法について記載された文献はないが、筆者

長期化し、あらゆる治療手段を講じても整復することができ

は気管切開チューブ内にガイドワイヤーを気管深部まで通し

なかった上気道閉塞疾患 1, 2）が適用となるが、喉頭麻痺 2, 3）、

てからチューブを抜去し、ワイヤーに沿って気管チューブを

喉頭虚脱 、喉頭腫瘍

挿管している。この方法により、盲目的ではあるが円滑に挿

2）

咽頭腫瘍

、炎症性喉頭疾患

2-5）

、鼻腔内腫瘍 、

3, 4）

2）

などに本手術がよく適用されている。

4）

筆者は、短頭種気道症候群で上気道拡張筋群の機能維持が

管できる。経口的に気管内挿管を行う場合は、挿管直前に気
管切開チューブを抜く。気管チューブは、カフの位置が気管

や、咽頭気道が虚脱し睡眠時無呼吸症

中央部より深部に達するものを選ぶ。永久気管切開術には気

にも適用と考えている。いずれにしても、多

管壁全層（軟骨と粘膜）をフラップに用いる変法も紹介され

くの飼い主は、最初から本手術の実施を受け入れることはな

ている。この方法では気管壁全層をＨ字型に切開後、前後方

いため、診断の根拠を明確に提示し、永久気管切開術の恩恵

向に反転してフラップを作成する（図 1）10）。この場合、開

と自宅での管理法について十分に説明し、ほかにとるべき手

口部の長辺にあたる両側は、皮膚を気管内腔に進入させて粘

段がないことを理解してもらったうえで実施する必要がある。

膜と縫合する。

できなくなった例
状を示した犬

6, 7）

8）

外科手技
永久気管切開術は、気管腹側の一部を開窓して気管粘膜と

術式
ここではもっとも一般的な Hedlund の方法 2） について記
述する。
気管切開と同様に、動物は左右の前肢を後方に引いて仰
臥位に保定し、頸部を丸めたタオルや布の上にのせる。
皮膚は、輪状甲状筋レベルから 8 〜 10cm くらいの長さで
正中切開する。左右の胸骨舌骨筋を鈍性分離し、外方に
牽引して気管の腹側面を露出する（図 2）。
第 3 〜 4 軟骨輪の背側部分のみを鈍性に分離しトンネルを
作成する。2-0 の非吸収性モノフィラメント糸を用い、1〜
2 糸の水平マットレス縫合を、そのトンネルと左右の胸骨
舌骨筋の筋腹にかけておいてから、第 4 〜 6 軟骨輪部分が
腹側の表層まで浮き上がるように気管背側で結び合わせる
（図 3）
。この筋肉スリングは気管粘膜と皮膚縫合を減張す
ることになる。この処置は胸骨舌骨筋の収縮によって気管

図1

永久気管切開術の変法

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16
（1）
：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載
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孔が両側から閉塞しないようにする意味もある。したがっ
て、縫合後、糸の断裂や筋の裂開が生じないようにマット
レス縫合は 1.0 〜 1.5cm ほどの十分な幅をもって、しっか
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−永久気管切開術−

りと筋腹を捉えて行う。また、気管の栄養供給路を断たな

第 3 〜 8 気管軟骨に作成する。下方に作成すると術後皮膚

いよう気管周囲の粗性結合組織をできるだけ温存し、気管

のたるみ 2） や胸骨頭筋で気管孔が両側から閉塞する。気

背側にはマットレス縫合を通す部分のみにトンネルをつく

管軟骨が硬い場合や、すでに気管切開チューブが設置さ

るようにする。マットレス縫合が食道壁を含んだり、総頸

れている場合には、この作業は難しく、常にこの方法を

動脈や迷走交感神経幹など周囲の重要な構造物を傷つけた

実施できるわけではない。粘膜まで全層を切除した場合、

りしないように注意する。

後述のような皮膚で気管軟骨を覆うような工夫で気管粘
膜と皮膚を並置させる。

気管粘膜を残して長方形の開口部を作成する。位置と長
さは第 2 〜 3 気管軟骨からはじめ、長さは 4 軟骨輪分、幅

気管開口部に合わせ、やや大きく皮膚のトリミングを行

は気管全周の 1/3 までとする。11 番のメスの刃と小さな

う（図 5）。

ピンセットを用いて、気管軟骨と輪状靭帯のみを剥離し
ていく（図 4）。原則として、気管孔は気管の剛性が高い

開口部の両側で皮膚のたるみが生じない部位で、皮膚と

輪状甲状靱帯
輪状甲状筋

胸骨舌骨筋

胸骨舌骨筋

図2

気管腹側面の露出

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16
（1）
：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変

図3

左右の胸骨舌骨筋に対するマットレス縫合

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16（1）：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変

気管粘膜
胸骨舌骨筋

胸骨舌骨筋

気管軟骨

気管開口部に合わせて
皮膚をトリミング

図4

気管粘膜を残し気管軟骨を剥離する

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16
（1）
：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変

図5

気管開口部に合わせた皮膚のトリミング

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16（1）：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変
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気管開口部の気管周囲の外膜に 3-0 の非吸収性モノフィラ

気管開口部の粘膜に長軸に沿ってＩ字型の切開を加える。

メント糸で左右 1 糸ずつの水平マットレス縫合をかける

長軸方向の粘膜切開は作成した開口部の長さの 3/4 に留め

（図 6）
。また、気管開口部の前後に皮膚と輪状靭帯を通

る（図 6）。

した単純結節縫合も 2 糸行う。この処置は皮膚と粘膜縫合
の減張、術後の漿液腫防止、皮膚のしわによる閉塞防止

粘膜断端で軟骨を覆うように反転させ、皮膚と並置縫合

のため行う。気管周囲の外膜は皮膚と気管壁を十分引き

する。気管軟骨および輪状靭帯には縫合糸を通さない。

寄せるほど強靭ではない場合は、皮膚から開口部外側の

縫合糸は 4-0 モノフィラメント吸収性糸を用い、縫合間隔

輪状靭帯を 2 軟骨分引っかけた形での水平マットレスで

は約 2mm を目安とする。まず四角形の開口部の四隅の粘

十分な皮膚の固定が得られる。ただし、この方法は気管

膜と皮膚を単純結節縫合し（図 7）
、次いで各辺を単純連

軟骨が十分な固さを持つ場合にのみ実施できる。無理な

続縫合する。最後に、開口部の前後に残る皮膚の切開部

緊張がかからないように、皮下脂肪が多い場合は、この

を定法どおり閉鎖する（図 8）
。粘膜と皮膚の縫合をより

過程で十分切除しておく。

実施しやすくするために、皮下組織を気管の外膜に縫合

胸骨舌骨筋

粘膜切開ライン

気管開口部に合わせて
皮膚をトリミング

図6

気管開口部の皮膚の固定

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16
（1）
：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変

図7

皮膚と気管粘膜の縫合開始は四隅から行う

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16（1）：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変

図 9 気管粘膜を残せずに開口部を作成した場合、軟骨断端を被覆
し、気管粘膜と皮膚の断端を合わせるようにするため、針付き4 〜 0
非吸収性モノフィラメント糸を用い、皮膚辺縁から4 〜 6mm 離れたと
ころに針を通し、軟骨辺縁から3 〜 4mm 離れたところに軟骨を破損
しないように慎重に運針し、垂直マットレス縫合皮内に針を返して通
し、皮膚辺縁から2 〜 3mm 離れたところに糸を出し結節をつくる
図8

残りの部分も並置縫合する

城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16
（1）
：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変
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城下幸仁：気管切開術, Tech Mag Vet Surg, 16（1）：77-80, インターズー ,
2012.より許可を得て転載・改変
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し、皮膚断端と粘膜断端を近づけて保持するのも良い。
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る 9）。術直後は、分泌物で閉塞しないように 1 〜 3 時間ごと

頸部皮膚にたるみがあるような場合には、術後余剰皮

に永久気管孔周囲に付着する分泌物を、湿らした滅菌綿棒や

膚による気管開口部の閉塞を予防するため、術後気管孔

綿球などで清拭する 9）。永久気管孔の状態を観察しつつ、次

の両側の皮膚を帯状に切除する。また、パグやフレンチ
ブルドッグなどでは顎下の皮膚も横に帯状に切除してお
く。気管粘膜を残せずに開口部を作成した場合は、軟骨
断端を被覆し、気管粘膜と皮膚の断端を合わせるように
するため、針付き 4-0 非吸収性モノフィラメント糸を用
い、皮膚辺縁から 4 〜 6mm 離れたところに針を通し、軟
骨辺縁から 3 〜 4mm 離れたところに軟骨を破損しないよ
うに慎重に運針し、垂直マットレス縫合皮内に針を返し
て通し、皮膚辺縁から 2 〜 3mm 離れたところに糸を出し
結節をつくる（図 9）。皮膚を開口部側に入れ込みすぎる
と完成した気管孔がかなり小さくなってしまうので、皮
膚辺縁と気管壁を直角に合わせる程度にしておくと良い。

筆者の術式の工夫

図 10 永久気管切開術後 190 日目の狆。安静時、永久気管孔は開
存していた

短頭犬種などでは上気道閉塞の状態で長期間過ごしている
ので、胸骨舌骨筋や胸骨頭筋などの上気道拡張筋群が肥大し
ている。これらの筋は永久気管孔作成後も吠えたり興奮した
りするときに収縮する。胸骨舌骨筋は背側に転置しても、自
然な立位になると胸骨頭筋が永久気管孔両側に位置すること
になる。皮膚が伸長するに従い、肥大した筋群に両側を挟ま
れて、興奮時や吠えているときに永久気管孔が閉塞する。筆
者は、そのような術後合併症をいくつか経験した（図 10 〜
12）
。そこで、胸骨頭筋を胸骨柄部から左右に鈍性剥離し、
その尾側半分の内側で筋腹の約 1/3 を切除することにした
（図 13 〜 16）。また同様に、肥大した胸骨舌骨筋をそのま
ま背側に転移すると、マットレス縫合に過度に緊張がかかり
糸断裂の可能性が生じたり、気管を不自然に屈曲・扁平化さ

図 11 図 10と同日の所見。パンティング時に両側の束状の隆起に
よって永久気管孔閉塞を起こした

せたり、気管の腹側に残っている胸骨舌骨筋部が興奮時に永
久気管孔の下部を閉塞したりすることがあるため、胸骨舌骨
筋も中央部分の筋腹の約 1/2 を切除してから背側にマットレ
ス縫合をすることにした。現在までにこの術式を 24 例で取
り入れ、とくに嚥下や頭部の動きなどの機能障害や違和感を
示すようなことはなく、全例において気管孔開存が良好に保
たれている。

術後管理
概して気管切開チューブ管理よりは労力はかからない 2）。
術後2週間は気管孔からある程度の量の粘液が排出され

図 12 図 10と同日の所見。頸部を伸展すると再び永久気管孔は十
分に開存した
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第にその間隔をあけていく。多くの場合、1 週間で 4 〜 6 時
間に一度の処置で管理可能となる 9）。同時に抗生物質の全身
投与も行う 9）。永久気管孔周辺の線毛上皮は 16 週間以内に

永久気管切開術 22 例の長期追跡調査では、はじめの 1 カ

正常な機能を回復する 。術後管理は周囲環境への順化の過

月で永久気管孔の清拭を 1 日 3 回必要としたのは 15% だけ

程と思えば良い。術直後は、動物は湿度の高い環境を好む。

で、85% は 1 日 2 回もしくは 1 日おきで十分であったという

筆者は、気管切開チューブ管理と同様、頸部術部に温めた滅

2）

菌生理食塩液で湿らせたガーゼを被せて乾燥を防ぎ、ネブラ

要としない、と答えた 2）。飼い主には、退院後 1 週間は 4 〜

イゼーションを 1 日 2 回行い、少なくとも 50% 以上の湿度と

6 時間ごとに永久気管孔からの分泌物を清浄な湿った綿球や

25℃程度の室温で ICU 管理を行っている。術後早期に喀痰培

ガーゼで拭ってもらい、気管孔周囲に粘液が付着するのを防

養検査を行っておき、入院管理や自宅管理で使用すべき抗生

止するためにワセリン軟膏を塗布するよう指示する 11）。そ

物質を検討しておく。永久気管孔部付近への水分不透過性軟

して、1 カ月程度で気管孔の状態をみながら 1 日 1 〜 2 回程

膏（ワセリンなど）の塗布が粘液の乾燥・固化を防ぐ。抜糸

度のケアとしていく。また、気管孔周囲の毛刈りを月に 1 〜

は 10 日後に行う。術創の上皮化がみられる。さらに 4 日後

2 回行い、高度な衛生状態を保つ 2, 11）。

9）

以降に退院とする。

54

自宅管理

。また 73% の飼い主は、喀痰は自力排出するので吸引を必

筆者の経験では、永久気管孔を持つ動物は例外なくネブラ

図 13 図 10 の症例の再手術所見。左右の胸骨頭筋と永久気管孔尾
側にみえる胸骨舌骨筋は肥大していた

図 14 同手術所見。胸骨頭筋を胸骨柄から左右に鈍性分離し筋腹
の中央から尾側において筋腹の約 1/3を縦に切開した

図 15 同手術所見。両側の胸骨頭筋の部分切除後。胸骨舌骨筋も
一度マットレス縫合を解除し、筋腹の半分を縦に切開し、再度頑強
に2 糸のマットレス縫合を行った。永久気管孔の尾側の気管部分が
明瞭に浮き出てきた

図16 術直後所見。永久気管孔両側はパンティングしても隆起してい
ない
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気管切開術

−永久気管切開術−

イゼーションの処置を好む。動物は乾燥気吸入の違和感があ

楽死となった。周術期死亡例の動物種、基礎疾患および理由

ると考えている。したがって、飼い主には、乾燥防止と適温

の記載はなかった。退院した 29 例のうち 22 例で 1 〜 48 カ月

管理について十分な説明を行っている。乾燥防止と空気中の

の術後長期間の追跡調査ができた。飼い主の 74% は術後経

大きなほこりや自らの被毛などの吸入防止のため、永久気管

過良好と評価し、活動性増加（74%）
、楽な呼吸（86%）
、喘

孔を覆うように頸部周囲を緩く覆うネットのようなものを常

鳴音の減少（91%）を認めた 2）。

に装着し、永久気管孔付近に湿らせたガーゼなどを挟み常

一般に猫では、長期予後は期待できないとされている。猫

に湿潤状態にしておく。感染予防のため 1 日 2 回のネブライ

の永久気管切開術後の生存期間は平均 94 日（2 〜 281 日）4）、

ゼーション（生理食塩液＋抗生物質）を自宅で実施する。こ

中央値 20.5 日（1 日〜5 年）3）と非常に短いと報告されている。

れらの処置を行えば、報告どおり喀痰は柔軟になって自力排

これらの報告では、周術期死亡率（術後 2 週間以内）は 28%

出可能となり、吸引処置を必要としない。全身シャンプーは

（2/7 例）4）と 30%（6/20 例）3）であった。

永久気管孔内に水分が流入するので行わない。全身シャン
プーを行う際には、獣医師監視下とする。

次回は、当院呼吸器科で経験した症例をもとに適応疾患、
合併症、転帰と予後について記述する。

合併症

相模が丘動物病院

術後の早期合併症は分泌物による永久気管孔閉塞であ

呼吸器科

www.sagamigaoka-ac.com

る 2）。術直後は頻回の処置が必要となる。気管虚脱の犬が永

当院は呼吸器科のみの専門診療を行っています。呼吸

久気管孔部で閉塞を起こし術後 3 日目で死亡した例が報告さ

器疾患症例紹介を受付けております。また、呼吸器科で

れている 9）。通常の発声は不可能となるが、全く声が消失す

は研修医を募集しております。詳しくは、当院ホーム

るわけでなく、嗄声様になる 。主要な晩期合併症は永久気

ページをご覧ください。

9）

管孔の狭窄と皮膚のしわによる閉塞である 。実験的に術後

テルコム㈱協賛にて「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミ

8 週間で 20 〜 40%、16 週間で最大で 60% の永久気管孔狭窄

ナー」を開催しております。当院ホームページより参加

がみられることがあった 。永久気管切開術後 22 例の観察

予約を受付けております。呼吸器の臨床を基礎から学び

で 2 例が最初の 1 カ月で完全狭窄を起こしたが、呼吸症状を

直したいという方にお勧めです。

2）

9）

示さなかった 。同研究では、皮膚のしわによる閉塞（skin2）

fold occlusion）が 27%（6/22）の症例でみられ、もっとも
多い合併症であった 2）。頸部皮膚がたるんでいる犬種で発生
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2）

切開チューブを必要とする

。閉塞症状は、横臥、伏臥、

11）

頸の屈曲などの姿勢に関連し、これらのうち 4 例は皮膚切除
を行って症状は改善した 2）。筆者もブリカニー・スパニエル
でこのタイプの合併症を経験している。その後、初回手術時
に永久気管孔の両外側と前方の皮膚切除を必ず含めるように
し、さらに前述のように、胸骨舌骨筋と胸骨頭筋の部分切除
も行うようにしてからは、再手術を必要とするようなろう孔
狭窄を経験していない。猫では、術後に粘液栓が永久気管孔
や気道内に塞栓を起こして死亡したり、術後食欲不全や食欲
廃絶を示したりすることが報告されている 3, 4）。

予後
犬 23 例および猫 11 例で行われた永久気管切開術の報告 2）
では、周術期には、2 例死亡し、3 例が基礎疾患を理由に安
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