犬・猫の呼吸器科

第 26 回

上気道閉塞性疾患 ㉒
気管切開術

7 年間 100 症例からの考察および症例
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

回（本誌 173 号）に記載したとおりに実施した。各疾患の確

はじめに

定診断は内視鏡やＸ線および透視検査にて行った。

今回は 2007 年 3 月〜 2014 年 11 月までの 7 年間に当院呼吸
器科で経験し、治療結果を追跡可能であった重度上気道閉塞
100 症例（犬 87 頭、猫 13 頭）に対し、気管切開術の適用疾患、

シリコン T チューブの留置法

合併症、転帰の調査結果から、その適応や予後について考察

T チューブは、気管上部から胸郭前口部までの気管閉塞性

した。図 1 には、重度上気道閉塞診療のフローチャートと各

疾患に可及的気道確保のために使用される。適切な位置に留

転帰のカテゴリーを示した。図 2、3 には各転帰と最終診断

置されるように T チューブの長さと形に応じて、気管切開を

の分布を示した。一時的気管切開術および永久気管切開術の

施す。少なくとも T チューブ先端が声門を越えないように位

術式や術後管理は本連載第 24 回（本誌 172 号）および第 25

置を決める。留置法を図 4 示した。T チューブ設置後はかな
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重度上気道閉塞の診療フローチャートと7 年間に呼吸器科で経験した 100 例の転帰
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上気道閉塞性疾患㉒

気管切開術

7 年間 100 症例からの考察および症例

らず気切部に専用の栓をし、チューブ内の乾燥を防いで管理

犬の咽頭気道閉塞症候群ステージ IIIa ＋ b（1）が含まれ、と

する。栓がないと数日間でチューブは乾燥喀痰で閉塞し、窒

もに気道確保のみでは全身状態の安定維持は困難であった。
B. 8 例（ 犬 5 頭、 猫 3 頭 ） は 気 管 の 気 道 確 保 の た め に T

息に至るので注意する。

チューブ留置が行われた。IIB 群には気管虚脱、気管狭窄、
気管腫瘍が含まれた。1 例は猫の良性気管狭窄で T チューブ

適用疾患と転帰

抜管可能となり（IIB-a）、5 例は最終的に気管内ステント留

Ⅰ . 39 例（犬 39 頭、猫 0 頭）は間欠的または発作的呼吸困

置を行い（IIB-b）、1 例は永久気管切開術で退院可能となり

難を示し、待機的外科手術適応となった。これらには周術期

（IIB-c）、1 例は周術期死となった（IIB-d）。IIB 群の退院率は

気道確保のための一時的気管切開術を実施した。この I 群に

88％（7/8）であった。IIB-d 群の 1 例は、気管虚脱グレード

は、短頭種気道症候群（BAS）（22）、軟口蓋過長（5）
、喉頭

4 の 3 歳齢のヨークシャー・テリアであった。気管は虚脱と

虚脱（4）、咽頭気道閉塞症候群ステージ I 〜 II（3）
、特発性

いうより固く扁平狭窄してした。T チューブ抜去後、自己拡

喉頭麻痺（2）、喉頭蓋の後傾（2）、鼻腔内異物（1）が含ま

張型金属ステント（Vet Stent-Trachea： Infiniti Medical）を

れた。術後、気管切開管理中の閉塞試験にて上気道開存が確

留置し、術後の経過はきわめて良好であった。しかし、気管

認され、気管切開チューブが抜去できた症例（I-a）は 37 例、

切開孔の皮膚を縫合したため、術後数時間で気管切開部から

気管切開チューブが抜去できず永久気管切開術を行った症例

空気が漏出、皮下気腫が急速に進行し、上気道を閉塞したた

（I-b）はなかったが、周術期に死亡した症例
（I-c）が 2 例あっ

め窒息死した。わずか 30 分間の監視外の出来事であった。

た。I 群では全受診数に対して退院可能となった症例数の比

気管切開チューブ抜去後には皮膚をただちに縫合閉鎖しては

率（退院率）は 95％（37/39）であった。I-c 群に含まれたの

ならないことを強く示した症例であり、上気道診療において

は、反復性誤嚥性肺炎を示す 2 歳齢のイングリッシュ・ブル

はこのことを胆に銘じておかなければいけない。

ドッグと慢性鼻汁を伴う 6 歳齢のフレンチ・ブルドッグであ

C. 19 例（犬 16 頭、猫 3 頭）はただちに永久気管切開術を

り、ともに術後 1〜2 日に誤嚥性肺炎を生じ高体温となった。

実施した。IIC 群には咽頭気道閉塞症候群ステージ IIIa（5）
、

気管切開下に体温管理を集中的に行ったが、肺炎の急性期を

重度喉頭虚脱（4）
、鼻腔内腫瘍（3）
、咽頭気道症候群ステー

耐過できなかった。

ジ IIIa ＋ b（3）、特発性喉頭麻痺（2）、短頭種気道症候群代
償不全期（2）、喉頭腫瘍（1）、咽頭腫瘍（1）が含まれた。

Ⅱ . 61 例（犬 48 頭、猫 13 頭）は急性かつ持続性呼吸困難
を示し、緊急手術適応となった。以下に分類
された。
A. 34 例（犬 27 頭、猫 7 頭）は診断のため
に一時的気管切開を行った。この IIA 群には、
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喉頭虚脱（8）、喉頭腫瘍（6）、咽頭腫瘍（7）、
鼻腔内腫瘍（3）、炎症性喉頭疾患（1）、二
30

次性喉頭麻痺（2）、特発性喉頭麻痺（2）な
明し、結果として気管切開チューブを抜去で
きた（IIA-a）
。一方、21 例は診断後治療困難

度数

どが含まれた。13 例は診断後治療可能と判

20

と診断され、うち 13 例は永久気管切開術を
選択し退院可能となったが（IIA-d）、8 例は

10

残念ながら安楽死または周術期死となった
（IIA-e）
。IIA 群の退院率は 76％（26/34）で
あった。IIA-e 群には、猫の悪性喉頭腫瘍（2
例、ともに扁平上皮癌）、猫の悪性咽頭腫瘍
（1）、犬の咽頭腫瘍（1）、犬の喉頭虚脱と
気管虚脱合併（1）、犬の喉頭麻痺と逆流性食
道炎合併（1）、犬の急性呼吸促迫症候群（1）、

0
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転帰分類

図 2 転帰分類と最終診断。短頭種気道症候群（BAS）や特発性喉頭麻痺など待機的
手術適応可能な良性疾患は I-a 群に含まれ、喉頭腫瘍や喉頭虚脱など悪性腫瘍性疾患や
緊急を要する重度良性疾患は IIA 群に、気管虚脱や気管狭窄などの気管疾患は気管切開
チューブではなくT チューブにて気道確保されるためにIIB 群に含まれた
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18 例は順調に回復し退院可能となった（IIC-a）。1 例は咽頭
気道閉塞症候群ステージ IIIa ＋ b と診断され、周術期に死と

20

なった（IIC-b）。咽頭気道閉塞症候群ステージ IIIa+b は、同
ステージ IIIa に陰圧肺水腫が加わった状態である。IIC 群の退
院率は 95％（18/19）であった。

15

II 群全体の退院率は 84％（51/61）であった。

度数
10

一時的気管切開術のチューブ留置期間と合併症
一時的気管切開術は 81例で行われた。犬 75 例、猫 6 例で

5

あった。チューブ留置期間は 2 日以内が 45.0％（36/81）
、3 〜
7 日間未満が 17.5％（14/81）
、7 〜 20 日未満が 25.0％（20/81）
、

0

IIC-a

転帰分類

20 日間以上が 12.5％（10/81）であった。図 5 にチューブ留置

IIC-b

期間と転帰分類の分布について示した。

図 3 IIC 群（ただちに永久気管切開術を行った症例）の転帰分類と
最終診断。さまざまな疾患が含まれた。咽頭気道閉塞症候群 IIIa ＋
b の 1 例のみ退院できなかった

周術期に 32.1％（26/81）の症例になんらかの合併症が認
められた（表 1）
。皮下気腫、一過性チューブ閉塞 / 滑脱、
Gagging/Retching などの一過性または治癒可能な合併症が
24.7％（20/81）でみられた。周術期死に関連する重大な合
併症は 7.4％（6/81）で生じた。誤嚥性肺炎が重大な周術期
合併症として 6.2％（5/81）を占めた。また、7 年間の観察
のなかで気管狭窄などの後期合併症は経験していない。

（a）

a

b

永久気管切開術の適用疾患、合併症、転帰
永久気管切開術は 36 例で行われた。犬 29 例、猫 7 例であっ
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図 4 シリコンT チューブの留置法。気管チューブから5Frまたは
8Fr
d
の栄養カテーテルを気管切開孔から出し（a）、T チューブの口側か
ら気切部に通しておく（b）。コッヘルなどを用いて、まず長い方を
肺側に押し入れ十分挿入した後に（c）、栄養カテーテルの両端を引
き全体を気管内に安定させる。 T チューブ設置後はかならず気切部
に専用の栓をしておく（d）

c
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2日間以内

3〜7日間未満

7〜20日間未満

20日間以上

チューブ留置期間

図 5 一時的気管切開を行った 81 例のチューブ留置期間。待機的手
術実施例（IA-a 群）や経過良好（IIA-a 群）の症例は多くの場合、2
日以内であった。T チューブ留置を行った IIB 群では長期化し20 日以
上となっていた

上気道閉塞性疾患㉒

気管切開術

7 年間 100 症例からの考察および症例

た。適用疾患には重度喉頭虚脱（8）がもっとも多く、次い

食欲低下・廃絶 8.3％（3/36）、咳 5.6％（2/36）
、ろう孔周囲

で、鼻腔内腫瘍（6）、喉頭腫瘍（5）、咽頭気道閉塞症候群

皮膚炎 2.8％（1/36）
、鼻漏 2.8％（1/36）などの中等度以下

ステージ IIIa（5）
、特発性喉頭麻痺（3）、咽頭腫瘍（3）、咽

の合併症が 53％
（19/36）であった。閉塞や狭窄 5.6％（2/36）
、

頭気道閉塞症候群ステージ IIIa ＋ b（3）、短頭種気道症候群

誤嚥性肺炎による呼吸困難 2.8％（1/36）などの重度な合併

代償不全期（2）
、気管腫瘍（1）であった。フォローアップ

症が 8.3％（3/36）認められた。周術期死は 5.6％（2/36）で

中に 67％（24/36）の症例になんらかの合併症が認められた。

あった。疾患別の術後平均生存期間を表 2 に示した。生存症

ろう孔狭窄 19％（7/36）、軽度のろう孔閉塞 5.6％（2/36）、

例については打ち切り時点での日数を生存期間とみなした。

術後漿液腫形成 2.8％（1/36）、細菌性気管炎 5.6％（2/36）、

統計学的解析では、犬の咽頭気道閉塞症候群 IIIa ＋ b を除く

表1

表2

一時的気管切開術 81 例にみられた周術期合併症

7 年間で永久気管切開術を行った 36 例の生存期間

中等度合併症

発現率

最終診断

一過性チューブ閉塞

3.6％（4/81）

良性疾患

一過性チューブ滑脱

7.4％（6/81）

重度喉頭虚脱（n=8）

皮下気腫

9.9％（8/81）

特発性喉頭麻痺（n=3）

951

Gagging/Retching

4.9％（4/81）

BAS 代償不全期（n=2）

1,579

重度細菌感染

2.5％（2/81）

咽頭気道閉塞症候群Ⅲ a（n=5）

841

反応性肉芽

1.2％（1/81）

咽頭気道閉塞症候群Ⅲ a+b（n=3）

44

執拗な咳

1.2％（1/81）

悪性疾患

誤嚥性肺炎

1.2％（1/81）

鼻腔内腫瘍（n=6）

105

喉頭腫瘍（n=5）

97

咽頭腫瘍（n=3）

203

気管腫瘍（n=1）
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重大合併症
チューブ閉塞

0％（0/81）

チューブ滑脱

0.9％（1/81）

誤嚥性肺炎

6.2％（5/81）

重大合併症の合計

7.4％（6/81）

術後平均生存期間（日間）

1,301

概して良性疾患のほうが悪性疾患より長期生存しているが、陰圧性
肺水腫を伴う疾患（咽頭気道閉塞症候群Ⅲa+b）では極端に生存期
間が短くなった

1.0

2,500

0.8

2,000
累積生存

生存日数

1,500

犬の良性疾患
（PAOSⅢa ＋ bを除く）

0.6

0.4
1,000
それ以外

0.2
500
0.0
0

それ以外

犬の良性疾患（PAOSIIIa+b 除く）

図 6 永久気管切開術後の生存期間の比較。咽頭気道閉塞症候群
Ⅲa ＋ bを除く犬の良性疾患群（n ＝ 18）は、それ以外の群（n ＝
18）に比べ有意に長い生存期間を示した（P ＜ 0.001）

0

500

1,000
1,500
生存日数

2,000

2,500

図 7 Kaplan-Meier 曲線。咽頭気道閉塞症候群Ⅲa ＋ bを除く犬の
良性疾患群（n ＝ 18、緑）はそれ以外の群（n ＝ 18、青）に比べ有
意に永久気管切開術後の生存期間が長かった（P ＜ 0.001）。十字部
分は生存中症例を示す
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良性上気道閉塞性疾患（重度喉頭虚脱、特発性喉頭麻痺、短
頭種気道症候群、または咽頭気道閉塞症候群 IIIa）の術後中

2,500

央生存期間（範囲）は 1,250 日（9 〜 2,229 日、n ＝ 18）であ
り、その他の場合（猫、悪性疾患または咽頭気道閉塞症候群
長期生存が認められた（P ＜ 0.001）（図 6、7）。逆に危険因

2,000
生存日数

IIIa ＋ b など）の 68 日（2 〜 469 日、n ＝ 18）に比べ、有意に
子として抽出されたのは、10 歳齢以上で手術実施した場合

1,500

1,000

であった（中央生存期間 73 vs. 1,331 日間、P ＜ 0.01。図 8）。
しかし猫では、良性、悪性疾患にかかわらず、統計学的有意

500

差を認めなかったが、犬に比べて術後生存期間が短かった
（中央生存期間 55 vs. 322 日間、P ＝ 0.09、図 9）。一方、生
存分析にて有意差が認められた（図 10）。猫では永久気管切
開術後には食欲不振に陥ることが多く、十分な QOL を維持
できない例を多く経験した。

0

実施時年齢 10 歳齢以上

実施時年齢 10 歳齢未満

図 8 永久気管切開術後の生存期間の比較。実施時年齢 10 歳齢以
上（n ＝ 19）は 10 歳齢未満（n ＝ 17）に比べ有意に生存期間が短かっ
た（P ＜ 0.01）

考察

2,500

急性重度上気道閉塞疾患では、まず気道確保を確実に行う
2,000

ことに専念する。適切に処置を行えば、一定の救命率が得ら
きる手段であり、呼吸困難緩和には有効な手段である。しか
し、1 週間以上の長期管理になると滑脱や閉塞などの事故発

生存日数

れる。一時的気管切開術は侵襲が少なく、確実に気道確保で

1,500

1,000

生率が高くなり、細菌感染のリスクも増加することから、そ
500

れまでに最終治療を決定すべきである。治療困難な疾患で
も、犬の良性上気道閉塞疾患であれば、永久気管切開術は良

0

好な予後を見込める。とくに、重度喉頭虚脱や睡眠時無呼吸
を示す短頭種気道症候群代償不全期や咽頭気道閉塞症候群ス
テージ IIIa は良い適応となると考えられる。ただし、筆者の
経験では、咽頭気道閉塞症候群ステージ IIIa ＋ b などのよう

猫

犬

図 9 永久気管切開術後の生存期間の比較。猫（n ＝ 7）は犬（n
＝ 29）に比べ生存期間が短かった。しかし、統計学的有意差は認め
られなかった（P ＝ 0.09）

に陰圧性肺水腫を伴う場合には状況は一転し予後は悪化す
る。永久気管切開はこの点において早期の決断が必要であ

1.0

る。犬の悪性疾患では良性疾患に比べ生存期間が短かった
0.8

が、筆者の経験では永久気管切開後は確実に呼吸困難から解
思われた。猫では良性、悪性にかかわらず、永久気管切開術
後の予後は不良である。安易に永久気管切開術を行わないよ
うに、その以外の方法をできるだけ検討する。しかし、気管
切開管理は長期化すれば気道確保のリスクが増加するため、
結局は猫に永久気管切開術の選択を余儀なくされることがあ
る。その場合には、十分に飼い主にインフォームドする必要
がある。
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累積生存

放され、睡眠や摂食可能となり、手術の意義は十分にあると

0.6
犬
0.4
猫

0.2

0.0
0

500

1,000
1,500
生存日数

2,000

2,500

図 10 Kaplan-Meier 曲線。猫（n ＝ 7, 青）は犬（n ＝ 29, 緑）に比
べ有意に術後生存期間が短かった（P ＜ 0.05）。十字部分は生存中
症例を示す

上気道閉塞性疾患㉒

猫への永久気管切開術

気管切開術

7 年間 100 症例からの考察および症例

よび一般状態はきわめて良好な状態に改善したにもかかわら
ず、退院後に室内気環境に曝して生活し、2 週間後に急性呼

筆者は、複数の合併症のある高齢猫の悪性喉頭腫瘍に緊

吸不全死した。猫では、犬と異なり、気管ろうを介した呼吸

急に永久気管切開術を施し、術後良好な経過をとった 1 例を

を維持するには湿度と温度を厳密に管理する必要性があるこ

経験した。退院後も飼い主が献身的な在宅看護を続け、7 カ

とを実感した。以下に示すのは、在宅看護に成功した 7 例目

月間呼吸困難なく自力摂食を維持し、QOL を保つことがで

の症例である。

きた。この症例を経験するまで 6 例の猫の永久気管切開術
を経験していた。それらの術後平均生存期間は 61 日間であ
り、2 例が術後食欲廃絶に陥り、2 例は経口摂食不能で胃ろ

症例

うチューブ栄養管理となり、1 例は周術期死となった。これ

雑種猫、不妊雌、18 歳齢

らは、ともに術後の温湿度管理が十分ではなかった。最後の

来院経緯：9 カ月前より慢性腎不全および高アンモニア血

1 例は、急性閉塞性喉頭疾患のために緊急に一時的気管切開

症によるてんかん様発作があり、加療中であった。3 週間

にて症状緩和を図り、悪性喉頭腫瘍と確定診断後、全身状態

前より著明な吸気努力を示すようになり、声が出なくなっ

が回復してから喉頭全摘術および永久気管孔設置術を実施し

た。睡眠は可能であった。ステロイド投与にて呼吸症状は

た。術後 ICU 管理にて湿度 70％と温度 25℃を維持し食欲お

やや緩和した。精査加療のため当院呼吸器科を受診した。

図 11 初診時頭部Ｘ線検査所見（ラテラル像、吸気）
。著明な咽
頭拡張と喉頭の塊状軟部組織陰影

図 12 胸部 X 線検査所見（ラテラル像、吸気）。肺野の透過性に異
常はみられないが、胸骨は胸腔内に陥入していた。同時に咽頭拡張
も認められる

図 13 喉頭鏡検査所見（仰臥位、上が腹側）。披裂軟骨腹側に突
出した塊状病変がみられた。喉頭口は閉塞していた
図 14

第 15 病日の退院時の様子。元気に歩き回っていた
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初診時：体重 2.75kg。呼吸数 20 回 / 分。著明な吸気努力。

度 70％、温度 25℃、吸入気酸素濃度 25％と設定し終日管

肺野正常呼吸音減少。Spo2 84%。頭部Ｘ線および透視検

理を行った。気道衛生のため超音波ネブライザー（コン

査にて吸気時に咽頭拡張、喉頭に塊状の軟部組織陰影、喉

フォートオアシス：新鋭工業）を用いネブライザー療法を

頭後退、胸骨の胸腔内陥入あり（図 11、12）。重度閉塞性

1 日 2 回 10 分ずつ＜ 1 回分の処方は、生理食塩液 20mL、

喉頭疾患であった。

ゲンタマイシン注射液 50mg/mL を 0.5mL、ブロムヘキシ

「手術リスクはもちろん高いが、なんらかの上気道閉塞

ン塩酸塩吸入液（ビソルボン吸入液：日本ベーリンガー

を解除する外科処置を行わないかぎり呼吸困難は改善しな

インゲルハイム）0.5mL、用事混合＞、電解質輸液、アン

い。高齢のうえ、慢性腎不全やてんかん様発作などの基礎

ピシリン 20mg/kg IV 1 日 2 回、さらに前医の治療を引き継

疾患があるために、術後早期に経口摂食を再開させること

ぎ、抗てんかん薬（フェノバルビタール 2mg/kg PO 1 日 2

が望ましく、悪性喉頭腫瘍の可能性はあるが、麻酔回数の

回）とラクツロースシロップ 1mL PO 1 日 2 回、吸着剤（ネ

節減、麻酔時間の短縮、早期退院を第一に考慮し、診断の

フガード協和：共立製薬）1/2 包 PO 1 日 2 回、ウルソ錠

ための一時的気管切開術や喉頭全摘術を選択せず、ただち

10mg/kg PO1 日 1 回を腎臓用療法食（k/d：日本ヒルズコ

に永久気管切開術を行うことが現状の解決にもっとも近い

ルゲート）を市販食に混じて与えた。気管ろう部はストッ

方法と考えられる。ただし、たとえこの手術で周術期を乗

キネットで覆い、湿度維持のため湯を浸漬したガーゼ 1 枚

り切ったとしても、退院後自宅で湿温度管理を厳密に行わ

をはさんだ。気管ろう部の清拭は 1 日 2 回、皮膚清浄綿に

ないとその後の体調は保証できない」と飼い主に説明し、

て行った。ストッキネットとガーゼは清拭の処置ごとに交

同意を得た。

換した。

手術および術後：頸部を毛刈りし、局所麻酔にて事前に切

術後 2 日目から投薬を混じた食事を完食するようになっ

皮を行ったのちに麻酔を導入した。経口的気管内挿管は不

た。入院治療中に喉頭病変は低分化型扁平上皮癌と病理診

可能であったために、喉頭口直前まで気管チューブ先端を

断された。その後も経過良好で、第 13 病日には動脈血ガ

位置させ、プロポフォール静脈内持続投与にて自発呼吸を

ス値正常であることを確認し、第 15 病日状態良好のため

保ちながら維持麻酔し、仰臥保定位にて、できるだけ時間

退院となった（図 14）。退院時に、この良好な状態を維持

をかけずに切皮した部分から気管切開して術中挿管した。

できるように、自宅でも厳密に温度 25℃、湿度 70％の環

喉頭鏡検査にて塊病変による喉頭気道の完全閉塞を確認し

境を終日維持するよう飼い主に指示した。また、1 日 2 回

（図 13）
、その病変部から生検材料を採取した。常法に従

の在宅ネブライザー療法と気管ろう清拭も入院時同様に

い永久気管切開術を行った。

行ってもらった。退院直後気管ろうは良好に維持されてい

術 後、ICU 装 置（Dear M10： フ ク ダ ME） を 用 い、 湿

た（図 15）。

自宅での看護方法
以下、本症例の飼い主からの情報提供に基づき、在宅での
看護方法について紹介する。
1）終日管理するケージ
図 16 〜 20 のように飼い主自らが工夫し自作していた。
犬用の天井のない移動可能なサークル（幅 900mm ×高さ
600mm ×奥行 600mm）を基礎に、これを上から覆うよう
に半透明のポリエチレン板を張り合わせたものを作成した。
下の縁は密閉しないように換気の隙間を設けた。内部には加
湿器具を置く場所をつくり、蒸しタオルを入れた小さなバケ
ツ 2 つと加湿器を置いた。ケージ内の温度と湿度は温湿度計
図 15 退院後の気管ろうの状態。良好に維持されていた
（埼玉動物医療センターより画像提供）
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を設置して常に監視した。
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7 年間 100 症例からの考察および症例

2）湿温度管理

がってきたら加湿器を作動させた。湿度が 80％以上になっ

＜飼い主在宅中および夜間＞

たら加湿器の電源を OFF にした。とくに夜間は猫のそばで

湿度：①小さいバケツ 2 個へそれぞれタオルを入れて熱湯

毎晩寝て見守り、まず①をセットして就寝し、2 〜 3 時間

を入れると 80％以上を維持できた。②湿度計で湿度が下

後に確認して②を行い、その 2 〜 3 時間後に①を行った。

図 16

猫を管理するケージに必要なもの

図 18 ポリエチレン板で覆う前の内部の様子。猫の居場所と加湿器
具側をポリエチレン板と網で仕切っている

図 20 湿度が上がりにくいときは、さらに外側を透明のビニールで
覆った

図 17 ケージ内の配置と完成したケージの外見

図 19 ポリエチレン板で覆った状態。 下縁は換気のため隙間があ
る。温湿度計に注目（矢印）

図 21 自作ネブライザー室。大きな衣装ケースを用いて作製した
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温度：部屋全体の暖房を 25℃に設定し、ケージ内のミニ

検出され、また腎不全があることから、感受性を示したクロ

サイズのペット用ホットカーペットは常に電源を入れたま

ロマイセチン局所溶液 5％、0.5mL/ 回に変更した。その後、

まにしていた。夜間はケージ全体を覆うように毛布をかけ

喀痰培養でクロロマイセチンに耐性があり、腎毒性のある抗

ていた。

生物質に感受性を示す細菌が少量検出されることがあった

＜飼い主外出中＞
湿度：①をセットし、お湯で濡らしたタオルを数枚サーク

が、肉眼的に痰の増量はほとんどみられなかったことから、
クロロマイセチンを継続使用した。

ルの網にかけた。6 時間後に②が作動するようにタイマー

第 201 病日、ネブライザーが不調とのことであったが、結

をセットした。季節に応じてタイマーのセット時間は 4 時

局、薬剤カップ振動子接着部の劣化による破損と判明した。

間後や 5 時間後にすることがあった。

振動子にあたる部分の破損は、カップ内に水槽の水が入り込

温度：ホットカーペットは電源を入れたままとし、部屋の

み不衛生なエアロゾルを発生してしまうために、ただちに新

暖房のタイマーは夕方には作動するようにセットした。

しいカップに交換した。

＜飼い主帰宅時＞

第 205 病日の夜より急に頻呼吸となり呼吸状態が悪化し

猫をケージからいったん出して自由にさせた。ポリエチレ

た。咳はなかった。このときの胸部Ｘ線検査では、多発粒状

ン板の内部の水滴を拭き取った。天井のペットシーツを交換

または結節陰影とスリガラス様陰影がみられた。少量の胸水

し、トイレおよび食事の世話をした。バケツのタオルを交換

も伴っていた。細胞診で腫瘍細胞は検出されなかった。その

し、加湿器に水を補充し、①から行った。

後、呼吸症状は回復せず、第 208 病日死亡した。1 週間後、

＊梅雨の時期はバケツの湯とタオルを掛けておくだけで湿度

使用していたネブライザーの振動子周囲を採材したが、細菌

を保つことができた。

は検出されなかった。

3）在宅ネブライザー療法
入院中と同じネブライザーを用いた。比較的大きく高さの
ある衣装ケースにネブライザーのホース用の孔と換気孔を側

考察

面に計 4 カ所つくり、ネブライザー室を作成した（図 21）。

一般に猫の永久気管切開術後の予後は悪い。平均 94 日 1）

ネブライザ―は 1 日 2 回行い、使用後ごとに部品を分解し、

あるいは中央値 20.5 日 2） と報告され、さらに周術期死亡率

流水で洗浄し風乾した。ネブライザーの性能維持や衛生管理

も 28％（2/7）1）や 30％（6/20）2）と高い。これまでの筆者

のため、薬剤カップやホースは 3 〜 6 カ月に 1 回、交換した

の経験でも、猫では、永久気管切開後に室内気に曝した環境

方が良いと思われた。

で過ごすと、食欲が廃絶したり、急性呼吸不全により死亡し

4）気管ろうの清拭

たりした。平均生存期間は約 2 カ月で、そのうえその短い期

1 日 2 回、清浄綿を用いて行った。その都度、ストッキネッ

間 QOL は保たれなかった。原因はよくわかっていないが、

トと湿らしたガーゼを交換した。

ある報告では過剰の喉頭由来の分泌物により気管ろうを閉塞

5）部屋全体の衛生管理

するのではないかと考えられている 2）。筆者の経験では、む

空気清浄機を使用していた。猫のいる部屋では掃除機を使

しろ、気管ろうは開存されたまま呼吸不全死している。猫で

用せず、コロコロテープとハンディワイパーで掃除を行った。

は体格に比して気管支径が小さく、さらに犬に比べ気道内分

6）定期的な診察

泌物が多い。乾燥気吸入により気道内粘液が粘稠になり閉塞

1 週間に 1 回の慢性腎不全のための輸液、2 週間に 1 回の気

しやすい状況にあり、これが急性呼吸不全死の原因と筆者は

管ろう周囲の毛刈り、1 カ月に 1 回の喀痰培養検査、2 カ月

考えている。悪性喉頭腫瘍の根治術は言うまでもなく喉頭全

に 1 回の血液検査のために動物病院を受診した。

摘術になるが、永久気管孔を形成することになるため、猫の

全体を通じて、湿度室温を保つことにもっとも注意を払

場合には、術後に生活する環境が用意されていなければ、悪

い、食事や排泄時の様子、呼吸が苦しい様子がないか、を毎

性腫瘍により数カ月で死亡するよりも圧倒的に早いわずか数

日ノートに記入して管理していた。

週間で呼吸不全死亡する可能性がある。従って、根治術を行
えば良いということではない。本症例のように、飼い主が在

経過
退院前の喀痰培養にてゲンタマイシンに耐性のある細菌が
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宅看護法可能かどうかが、手術実施基準の重要な要因になる
と思われる。
本症例では、飼い主の献身的な在宅看護によって永久気管

上気道閉塞性疾患㉒

気管切開術

7 年間 100 症例からの考察および症例

切開後の適切な環境が保たれ、一般に予期される術後生存期
間を大幅に超えた 7 カ月間も QOL を維持して生存した。本症
例の最後の呼吸症状の原因は確定されていないが、感染性の
肺炎ではなく、喉頭癌の肺転移だったと思われる。なぜなら
ば、胸部Ｘ線検査にて多発粒状もしくは結節陰影がみられ、
少量の胸水貯留が認められ、さらに日常の衛生管理状態は良
好であり、危惧していたネブライザーの衛生状況も良好に保
たれていたからである。猫の重度閉塞性喉頭疾患はいまだ挑
戦的分野といえるが、この症例の経験は、同様の症状を示す
猫の治療方針を決定する際に有用な情報を提供すると思われ
る。

おわりに
上気道閉塞はとても苦しい症状を示し、治療に踏み込むこ
とに躊躇しがちになるが、正しくアプローチし、気管切開術
を適切に適用すれば迅速かつ確実に状況を改善できる。気管
切開術は、一度望みを失いかけた飼い主に希望を与えること
ができ、われわれ獣医師にも次のステップに進める可能性を
与えてくれる。
今回をもって本連載を終了させていただくことになりまし
た。日々の診療に役立つ生きた情報を提供するよう心がけて
執筆してきました。今までの記事が先生方のお役にたち、呼
吸症状を患う動物たちを救っていただくことにつながれば、
この上なく幸せに思います。
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。また、呼吸器科では
研修医を募集しております。詳しくは、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。

参考文献：
1）Guenther-Yenke C. L. , Rozanski E. A. : Tracheostomy in cats : 23 cases（19982006）, J Feline Med Surg : 9 : 451-457, 2007.
2）Stepnik M. W. , Mehl M. L. , Hardie E. M. , et al. : Outcome of permanent
tracheostomy for treatment of upper airway obstruction in cats : 21 cases
（1990-2007）, J Am Vet Med Assoc , 234 : 638-643, 2009.

infoVets No.174 2015.03

63

