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はじめに
近年ペットは高齢化し慢性呼吸器疾患が増加している。人と同様に、慢性気
管支炎、肺気腫、肺線維症などの慢性疾患が診断されている。獣医療では、慢
性呼吸器疾患への理解が求められ、加齢そのものと環境要因との関連も考
慮しなければいけない。また、慢性呼吸器疾患の長期管理法についても今後
の検討課題である。そのなかで、日本で10年ほど前から本格的に行われてい
る在宅酸素療法は有望視される。
　加齢に伴い発症率が増加する肺疾患は、犬では慢性閉塞性肺疾患、猫では
慢性気管支疾患や肺腫瘍といわれてきた[1]。筆者の経験でも、高齢期の犬に
は、とくに小型犬で慢性気管支炎を基礎とする慢性呼吸器疾患が多い。いっ
ぽう、猫では、複雑化した気管支肺疾患は比較的若齢期からでも生じてお
り、必ずしも高齢猫に限った疾患ではない。原因を特定できない気道および
肺胞領域の疾患を示した猫24症例の平均年齢（平均±SD）は4.2±3.9歳齢で
あった[2]。10歳齢以上の高齢猫に発症する特有の呼吸器疾患は、鼻腔内腫瘍、
喉頭腫瘍、気管および気管支の腫瘍などの腫瘍性疾患および特発性肺線維
症を疑う慢性間質性肺疾患であると思われる。病理検査に基づき特発性肺
線維症と考えられた猫23例の年齢の中央値は8.7歳齢であった[3]。犬では人と
同様に、加齢に従い環境要因を受けやすく慢性気道病変を生じやすいが、猫
では固有の気道病変があり、これは必ずしも加齢の影響が重要でないのか
もしれない。本稿では、このような背景を踏まえ犬猫の高齢期における呼吸
器疾患について記述する。
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高齢の考え方と犬猫とのちがい
　一般的には10歳齢以上を高齢とよび、この年齢は慣
習的に用いられている人への年齢換算からいうとお
よそ人の60歳齢に相当する。注意すべきは、単純に年
齢だけでは一律に高齢期を定義できないことである。
たとえば、大型犬は小型犬より短命である。大型犬に
特有の後天性特発性喉頭麻痺は7歳齢からはじまり、
そのことを十分に配慮しないと不用意な興奮や暑熱
環境に曝し、急に呼吸困難を引きおこすことがある。
短頭種気道症候群で若齢時より睡眠時無呼吸を示す
場合は4歳齢から運動不耐性がはじまり、8歳齢から突
然死がみられるようになる[4]。一見問題がなさそうで
も、呼吸器ではあらかじめ発症リスクを意識していな
いと、急激に呼吸状態悪化を引きおこすことがある。
猫は頭部構造にやや種差はあるが、体格に種差はほと
んどなく、年齢を高齢の基準に考えることができる。
したがって、猫では腫瘍疾患が生じはじめる10歳齢程
度から高齢期の呼吸器疾患が生じる傾向があると考
える。ただし、猫では前述の通り高齢が慢性呼吸器疾
患の必須要因ではない。猫はそもそも活動的でない動
物なので、運動不耐性を認識しにくい。潜在性の呼吸
器疾患は少しのストレスを与えてはじめて顕在化す
ることがある。猫の呼吸器の診療においては年齢を尺
度に慢性呼吸器疾患を考えずに、まず、表情、鼻翼呼
吸、努力呼吸や浅速呼吸の有無、呼吸音を観察のうえ、
呼吸器徴候を早期に察知することが重要と思われる。
高齢の要素が加われば、頻度の多い慢性気道疾患に加
え、喉頭や気管の腫瘍や特発性肺線維症も考慮に入れ
るようにする。

高齢期の呼吸器
　犬では加齢による呼吸器の生理的および解剖学的変
化に関する研究報告が多い。猫では関心が生じないため
か報告が見当たらない。以下、犬の報告を中心に高齢期
の呼吸器について述べる。

肺のメカニクス
　高齢ビーグル犬（8～10.5歳齢）では、若齢ビーグル犬
（4歳齢未満）に比べ、1回換気量の減少、呼吸数の増加、機
能的残気量の増加、動的肺コンプライアンスの減少、拡
散能の減少が認められた[5]。

線毛輸送系
　高齢者では若年者と比較して気道内分泌物の排出が
遅延していることが報告されている[6]。マウスモデルで
は、気道上皮の線毛運動の単位時間あたりの回数が、高
齢マウスでは若齢マウスより低下していることが報告
されている[7]。

血液ガス分析値
　高齢犬（8歳齢以上）では胸部X線検査所見では変化を
認めるも、Pao2もAaDo2も若齢犬に比べ有意差が認めら
れなかった[8]。従来、人では加齢に従いPao2が低下する
と考えられてきたが、近年の調査では健常高齢者では肺
のメカニクスでは障害を認めつつも、Pao2やPaco2には
若年者と有意差がないことがわかってきた[9]。

胸部X線検査所見
　高齢犬では、胸膜肥厚、線状陰影の増加、結節陰影、気
管と気管支陰影の増加が認められ、限局性の透過性亢進
も時にみられた[10]。

組織学的変化
　胸膜の線維化、間質の線維化、気管支軟骨の石灰沈着、
炭粉沈着症、限局性肺気腫がX線検査所見と関連してい
た[10]。また、若齢犬肺に比較し、塵埃や褐色色素（リポフ
スチン）を含んだマクロファージが呼吸細気管支や肺胞
管周囲の間質内に目立って蓄積し、肺胞管の拡張、気管
支腺増大、気管支軟骨の石灰沈着の増加も認められた
[11]。高齢犬には大気中の塵埃など吸入微粒子物が気道内
各所に蓄積していくようである。人と異なり、これら微
粒子物は間質内に存在していた[11]。

大気汚染物質の長期吸入による影響
　主に健常ビーグル犬に対し、二酸化硫黄（SO2）、二酸
化窒素（NO2）、オゾンなどの成分の数ヵ月～数年にわた
る長期吸入試験がこれまで多数行われてきた[12]。二酸化
硫黄は急速に気道粘膜表面に捕捉され中枢気道系障害
が生じやすく咳受容体を刺激し迅速に咳を発症する。1
～5ppmの低濃度では影響は軽微だが、500ppmの高濃度
の長期吸入では咳、粘稠鼻汁、粘稠気道分泌物の増加、杯
細胞や気管支腺の増加、気道抵抗の増加が観察され、こ
れらはすべて慢性気管支炎の所見である。犬はラットよ
り二酸化硫黄に対する感受性が高い。二酸化窒素やオ
ゾンは気道粘膜に捕捉されにくく咳受容体を刺激せず
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高齢期の呼吸器疾患
　加齢そのものによって発症リスクが増加すると考え
られる代表的疾患を列記した。当然、高齢動物では予備
機能低下あり、外傷性や感染性疾患が重症化することも
考えられるが、ここでは除外した。非腫瘍性疾患と腫瘍
性疾患に大まかに分類される。

非腫瘍性疾患
犬
●犬の慢性気管支炎
　7～8歳齢以上の小型犬で好発し執拗な痰産生性咳を
主徴とする。その咳が過去1年で少なくとも2ヵ月以上続
き、さらに腫瘍や感染や異物が除外されたときに診断さ
れる[13]。気道内に粘稠分泌物が滞留する直接の原因を特
定することは困難だが、気道内異物除去機構、すなわち
気道クリアランスの効率が低下して生じる。これには粘
液線毛輸送系の障害、粘液産生増加、側副換気の減少、咳
反射障害などの要因が関与している[13]。完治はできない
が症状が緩和するようコントロールする。人の慢性気管
支炎では、喫煙、空気汚染、感染が気道粘液分泌増加要因
であると考えられている[13]。先述のように、室内小型犬は

に肺実質内に侵入する。1～5ppmの二酸化窒素の18ヵ月
間の長期吸入では、咳や気道の構造変化は認められない
が、肺実質に気腫性変化が生じた。この気腫性変化は用
量依存性であった。1～3ppmのオゾンの18ヵ月間の長期
吸入では、同様に急性症状は生じないが、組織的に肺胞
マクロファージの蓄積、細気管支壁肥厚、細気管支上皮
細胞の扁平上皮化生の順で用量依存性に認められた。二
酸化硫黄の通常の環境基準は１時間値で0.1ppm以下で
ある。実験では非現実的かもしれないが、物の燃焼や石
油燃焼によって生じるガスなので室内環境によっては
長年月では軽視はできない。二酸化窒素は物の燃焼や合
成、分解などで生じ、大気中で光化学反応をおこすとオ
ゾンが生成される。実際の大気汚染物質にはこのような
ガス成分が混在し、さらに自動車の排気ガスなどの粒子
成分等も含まれ、相乗効果が予測される。たばこの煙に
よる室内気汚染は浮遊粒子状物質が最も多く、次いで窒
素酸化物、さらにニコチンによるといわれている。これ
ら犬への影響はまだ未解明であるが、小型犬の室内受動
喫煙では床近くに沈降した高濃度の浮遊粒子状物やガ
スを吸入することになり、慢性気管支炎や肺気腫などの
リスクに曝されていることになる。

たばこの副流煙や呼出煙の受動喫煙、空気汚染物質の長
期吸入の影響を受けていることが推察される。また、犬
は四足獣であり肥満による腹腔内容積増加は胸膜腔内
容積を制限し、末梢気道を閉塞しやすい。さらに、高齢犬
では正常でも1回換気量低下や機能的残気量が減少する
ので、肥満犬はさらにこの傾向が悪化し、気道クリアラ
ンスの効率は低下している。成書にはステロイドと気管
支拡張剤を中心とする内科療法がよく記載されている
が[13]、筆者はちがった考えをもっている。犬の慢性気管
支炎の治療は、第一に空気環境改善と体重管理の徹底指
導（BCS4/5なら-10％、5/5なら－20％）、そして気道内ク
リアランス改善のため運動促進と在宅ネブライザー療
法（超音波ネブライザー使用、生食20ml+ビソルボン吸
入液0.5mL＋メプチン吸入液0.5mL/回を1日2回10～15
分ずつ）を行っている。冬期では室温を22～23℃に維持
し湿度を40%以上に管理するように指示している。これ
でPao2 70 mmHgほどの中程度の慢性気管支炎の8～9
割の症例で咳症状は2～3ヵ月で許容範囲になる。ステロ
イドは咳反射を低下させ、短期的には咳が減少したよう
にみえるが、長期的には粘稠分泌物の蓄積、体重増加に
よる悪影響が生じ、慢性気管支炎が難治化した症例を多
く経験した。ステロイド反応性の慢性気管支炎と逆に悪
影響を及ぼす慢性気管支炎には何かちがいがあるのか
もしれない。気管支拡張剤投与は、その効果を評価する
肺機能検査等が通常行われていないので、効果判定なく
漫然と処方継続しがちになるので咳症状をよく観察し
ながら投与を調整すべきであると思う。
●犬の慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease、 COPD）

　慢性気管支炎が進行すると末梢気道病変は不可逆的
な部分を形成するようになり、人のCOPDと同様の経過
を示す。呼気努力や高炭酸ガス血症および低酸素血症は
改善することなく緩徐に進行していく。多くの症例で
Pao2は60 mmHg台かそれ以下を示すようになってい
る。痰産生性咳が持続するタイプ[14]、咳は少ないが肺気
腫優位で進行するタイプ[15]（図1、2）がある。自宅生活
可能だがQOLは損なわれる。気管支拡張療法を主体に
治療するが、低酸素血症が重度であれば在宅酸素療法を
併用する。治療経過中年1～2回、急性増悪とよばれる急
激な状態悪化を経験する。これは2次感染が原因と考え
られているので、入院治療で十分な酸素投与（FIo2 30%）、
気管支拡張剤（たとえば、ブリカニール® 0.01mg/kg SC 4
～8hごと、など）に加え、気管支内移行性の高いニューキノ
ロン系薬剤（たとえば、バイトリル®5mg/kg SC 1日2回）
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られる代表的疾患を列記した。当然、高齢動物では予備
機能低下あり、外傷性や感染性疾患が重症化することも
考えられるが、ここでは除外した。非腫瘍性疾患と腫瘍
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　7～8歳齢以上の小型犬で好発し執拗な痰産生性咳を
主徴とする。その咳が過去1年で少なくとも2ヵ月以上続
き、さらに腫瘍や感染や異物が除外されたときに診断さ
れる[13]。気道内に粘稠分泌物が滞留する直接の原因を特
定することは困難だが、気道内異物除去機構、すなわち
気道クリアランスの効率が低下して生じる。これには粘
液線毛輸送系の障害、粘液産生増加、側副換気の減少、咳
反射障害などの要因が関与している[13]。完治はできない
が症状が緩和するようコントロールする。人の慢性気管
支炎では、喫煙、空気汚染、感染が気道粘液分泌増加要因
であると考えられている[13]。先述のように、室内小型犬は

に肺実質内に侵入する。1～5ppmの二酸化窒素の18ヵ月
間の長期吸入では、咳や気道の構造変化は認められない
が、肺実質に気腫性変化が生じた。この気腫性変化は用
量依存性であった。1～3ppmのオゾンの18ヵ月間の長期
吸入では、同様に急性症状は生じないが、組織的に肺胞
マクロファージの蓄積、細気管支壁肥厚、細気管支上皮
細胞の扁平上皮化生の順で用量依存性に認められた。二
酸化硫黄の通常の環境基準は１時間値で0.1ppm以下で
ある。実験では非現実的かもしれないが、物の燃焼や石
油燃焼によって生じるガスなので室内環境によっては
長年月では軽視はできない。二酸化窒素は物の燃焼や合
成、分解などで生じ、大気中で光化学反応をおこすとオ
ゾンが生成される。実際の大気汚染物質にはこのような
ガス成分が混在し、さらに自動車の排気ガスなどの粒子
成分等も含まれ、相乗効果が予測される。たばこの煙に
よる室内気汚染は浮遊粒子状物質が最も多く、次いで窒
素酸化物、さらにニコチンによるといわれている。これ
ら犬への影響はまだ未解明であるが、小型犬の室内受動
喫煙では床近くに沈降した高濃度の浮遊粒子状物やガ
スを吸入することになり、慢性気管支炎や肺気腫などの
リスクに曝されていることになる。

たばこの副流煙や呼出煙の受動喫煙、空気汚染物質の長
期吸入の影響を受けていることが推察される。また、犬
は四足獣であり肥満による腹腔内容積増加は胸膜腔内
容積を制限し、末梢気道を閉塞しやすい。さらに、高齢犬
では正常でも1回換気量低下や機能的残気量が減少する
ので、肥満犬はさらにこの傾向が悪化し、気道クリアラ
ンスの効率は低下している。成書にはステロイドと気管
支拡張剤を中心とする内科療法がよく記載されている
が[13]、筆者はちがった考えをもっている。犬の慢性気管
支炎の治療は、第一に空気環境改善と体重管理の徹底指
導（BCS4/5なら-10％、5/5なら－20％）、そして気道内ク
リアランス改善のため運動促進と在宅ネブライザー療
法（超音波ネブライザー使用、生食20ml+ビソルボン吸
入液0.5mL＋メプチン吸入液0.5mL/回を1日2回10～15
分ずつ）を行っている。冬期では室温を22～23℃に維持
し湿度を40%以上に管理するように指示している。これ
でPao2 70 mmHgほどの中程度の慢性気管支炎の8～9
割の症例で咳症状は2～3ヵ月で許容範囲になる。ステロ
イドは咳反射を低下させ、短期的には咳が減少したよう
にみえるが、長期的には粘稠分泌物の蓄積、体重増加に
よる悪影響が生じ、慢性気管支炎が難治化した症例を多
く経験した。ステロイド反応性の慢性気管支炎と逆に悪
影響を及ぼす慢性気管支炎には何かちがいがあるのか
もしれない。気管支拡張剤投与は、その効果を評価する
肺機能検査等が通常行われていないので、効果判定なく
漫然と処方継続しがちになるので咳症状をよく観察し
ながら投与を調整すべきであると思う。
●犬の慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease、 COPD）

　慢性気管支炎が進行すると末梢気道病変は不可逆的
な部分を形成するようになり、人のCOPDと同様の経過
を示す。呼気努力や高炭酸ガス血症および低酸素血症は
改善することなく緩徐に進行していく。多くの症例で
Pao2は60 mmHg台かそれ以下を示すようになってい
る。痰産生性咳が持続するタイプ[14]、咳は少ないが肺気
腫優位で進行するタイプ[15]（図1、2）がある。自宅生活
可能だがQOLは損なわれる。気管支拡張療法を主体に
治療するが、低酸素血症が重度であれば在宅酸素療法を
併用する。治療経過中年1～2回、急性増悪とよばれる急
激な状態悪化を経験する。これは2次感染が原因と考え
られているので、入院治療で十分な酸素投与（FIo2 30%）、
気管支拡張剤（たとえば、ブリカニール® 0.01mg/kg SC 4
～8hごと、など）に加え、気管支内移行性の高いニューキノ
ロン系薬剤（たとえば、バイトリル®5mg/kg SC 1日2回）
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図1　肺気腫優位型の犬の慢性閉塞性肺疾患の胸部X線所見
シーズー、雄、10歳齢。咳はないが呼気努力がみられた。胸部X線検査にて
肺過膨張（胸郭の拡大と横隔膜の下降）と肺野透過性亢進がみとめられた

図2　同症例の臨床経過
約800日間の経過で次第にPao₂は減少、Paco₂は緩やかに増加していった。経過中4回
の急性増悪（acute exacerbation、AE)を経験し入院治療となった（下段）。治療にはス
テロイド、抗菌剤、気管支拡張剤を用いたが気流制限を示し血液ガス値は次第に進行し
た。本症例の飼い主は重喫煙者であり、部屋中は常にたばこの副流煙で満たされてお
り、飼い主自身も肺気腫を患っていた
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を投与する。通常4～5日間で急性症状は改善するが、抗
菌剤は2～4週間継続する。び漫性気管支拡張症も慢性気
管支炎の進行像であり、慢性高炭酸ガス血症を示せば広
義ではCOPDのカテゴリーに入る。
●特発性肺線維症（Idiopathic pulmonary fibrosis、 IPF）
　代表的な間質性肺疾患。持続的な浅速呼吸や努力呼吸
を示す慢性呼吸困難のため運動不耐性が生じる。肺野聴
診にて典型的なファインクラックルが聴取される。ウエ
スト・ハイランド・ホワイト・テリアで最もよく報告さ
れ、発症時年齢中央値は約9歳齢と報告されている[16]。肺
線維化は様々な肺実質の病理過程の終末像として現れ
るが、他の疾患で説明できず、肺の病理学的変化がIPF
と一致することが診断に必要となる。したがって一定量
の肺生検材料が必要となるが、人ではステロイド投与下
での胸腔鏡ガイド下生検で血気胸のリスクが増加する
ことが判明し安全に病理組織検査できる機会は少なく、
HRCTによる画像診断に負うところが大きい。動物では
同じ慢性び漫性間質性肺疾患の鑑別疾患リストが十分
でなく、生前確定診断は困難であり、多くの場合、生前に
はその他の臨床情報から総合的に考慮し、「特発性肺線
維症疑い」のみに終わる。人を含め、現在有効な治療薬は
みつかっていない。犬では症状発現からの生存期間は
3～41ヵ月間で、中央値15.5ヵ月とされている[16]。しかし、

筆者の経験では受診時に飼い主は、数週間～数ヵ月の罹
患期間の認識であり、その後数日～2ヵ月程度の経過で
致命的な経過をとる。
●後天性特発性喉頭麻痺
　7～12歳齢のラブラドール・レトリーバーなどの大型
犬に好発する。興奮時に吸気時喘鳴をおこし呼吸困難に
陥る（図3）。反回喉頭神経の変性性障害により吸気時に
声門裂の開口ができなくなる。近年、本疾患は緩徐に進
行していく全身性神経筋障害の1症状と考えられるよう
になってきた。そのため、食道機能低下が喉頭麻痺発症
時に合併していることがあり、また診断後１年以内に運
動失調、筋萎縮、後肢の不麻痺などの神経障害が出現す
る。初期対応は、冷却と鎮静化でよいが、症状を安定させ
るには片側披裂軟骨側方化術を行う。術後、運動不耐性
は90％以上の症例で改善する[17]。
●短頭種気道症候群代償不全期
　若齢時より大きいいびきや睡眠時無呼吸を示してい
たイングリッシュ・ブルドッグは、加齢とともに構造的
な咽頭閉塞を咽頭拡張筋群で代償することができなく
なり、咽頭気道は虚脱し気道を確保できなくなる。4歳齢
から運動不耐性が認識され、6～7歳齢で睡眠時無呼吸症
状悪化、呼吸不全、心不全が進行し、8歳齢以降で突然死
が認められるようになる[4]。この過程を早期に認識する
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図3　後天性特発性喉頭麻痺の犬のストライダー
ラブラドール・レトリーバー、雄、12歳齢。5ヵ月前から興奮時ストライダーあり。
吸気時に高調連続音を発しながら開口し肋骨が浮き上がるほどの吸気努力を
示した

ことが最も重要だが、代償不全末期に発見でき心肺機能
が温存されていれば、内科的上気道拡張（トレドミン®1
～2mg/kg PO 1日2回）を試みる。およそ80％の確率で効
果は１ヵ月程度見込める[18]。その間に永久気管切開術を
実施すれば多くの症例でQOLを改善できる。

猫
●猫の気管支肺疾患
　気道および肺胞領域の疾患で、感染、腫瘍、異物、好酸
球浸潤なく原因を特定できないものの総称である[2]。気
流制限を基礎に不可逆的で複雑な病態を示す疾患が多
いが、このカテゴリーのなかに以下の疾患が含まれると
考えられる。
　肺気腫・慢性閉塞性肺疾患
　猫の慢性気道疾患が長期化すると気流制限は不可逆
化し肺過膨張をステロイドや気管支拡張剤で制御でき
なくなってくる[19]。この状態は猫のCOPDといえる。必
ずしも高齢発症とは限らない。猫喘息と診断した症例で
も有症期間が数年にわたり、ステロイド吸入療法の導入
が遅れた場合にはそのような状態に移行し得る。
　特発性肺線維症
　犬と同様、原因を特定できない線維化病変が肺実質内
に広がり、呼吸困難や咳を引き起こす。剖検にて人の特
発性肺線維症と同様の病理組織所見が得られた猫23例
の生前の臨床所見が後向きに調査された[3]。年齢は1.9～
15歳齢にわたり中央値は8.7歳齢であった。有症期間は
おおむね6ヵ月以内、主訴は呼吸困難、胸部X線検査では
び漫性および重度な肺野異常影（気管支、間質、浸潤影な
ど様々）が観察された。治療にはステロイド、抗菌剤、気
管支拡張剤、利尿剤、抗寄生虫薬などが使用されたが、い
ずれも反応不良であった。診断後生存期間は数日～数ヵ

月であった。病理組織所見では、線維芽細胞や筋線維芽
細胞中心（fibroblast or myofibroblast foci）を伴った間
質の線維化、肺胞上皮化生を伴った蜂巣化、肺胞間質内
の平滑筋化生（alveolar interstitial smooth muscle 
metaplasia）、また23例中6例で腫瘍性病変が同時に認め
られた。筆者の経験でも猫IPF疑いの症例では来院時す
でに重度の頻呼吸や努力呼吸に陥っており、すでに酸素
療法が施されており、ほとんどの例でPao2は40～
60mmHgの重篤な低酸素血症を示していた（図4、5）。

腫瘍性疾患
鼻腔内
●好発年齢
犬：中央値10歳齢（2～16歳齢）[20]

猫：平均8～10歳齢[20]

●性差
犬：雄で多い[20]

猫：報告により差異あり[20]

●腫瘍分類
犬：腺癌、未分化癌、扁平上皮癌、骨肉腫、軟骨肉腫など。
良性は少ない[20]

猫：リンパ腫、腺癌、未分化癌が多い[20]。
●主症状
スターター、鼻出血、くしゃみ、眼球変位や顔貌の変
化、睡眠時無呼吸、開口呼吸、流涙
●診断
頭部X線検査、頭部CT検査、鼻鏡検査＋生検
●治療法
犬：放射線療法、外科切除、免疫療法
猫：化学療法

咽頭
●好発年齢
唾液腺癌は犬で平均10歳齢[21]、猫で平均12歳齢[21]。
他は詳細不明。
●性差
メラノーマは雄に多い[21]。他は不明。

●腫瘍分類
扁平上皮癌、悪性メラノーマ、腺癌、リンパ腫。悪性が
多い
●主症状
いびき、スターター、嚥下障害、流涎
●診断
頭部X検査、頭部CT検査、咽頭鏡検査＋生検
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図5　図4のラテラル像
同様にび漫性に細かい線状影や気管支壁肥厚像（peribronchial cuffing)が認められた

図4　猫の特発性肺線維症疑いと診断した症例の胸部X線検査所見、DV像
雑種猫、雄、12歳齢。び漫性の間質陰影あり。2ヵ月前から浅速呼吸と食欲低下あり。酸
素治療中。抗菌剤、気管支拡張剤、ステロイドに反応がなかったという。受診時、呼吸数
112/回、Pao₂ 56mmHg、 AaDo₂ 42mmHgと重度の低酸素血症と換気血流比不均
等を示した

●治療法
減容積、化学療法、放射線療法、永久気管切開術（犬）

喉頭
●好発年齢
犬：中央値7歳齢（4～12歳齢）[22]

猫：中央値11歳齢（3～16歳齢）[22]

平均10.7歳齢（7～16歳齢）[23]

●性差
なし
●腫瘍分類
扁平上皮癌、腺癌、リンパ腫
●主症状
呼吸困難、ストライダー、咳／ギャギング、声の変化・
消失
●診断
頭部X線検査、喉頭鏡検査＋生検
●治療法
部分切除、喉頭全摘出術、永久気管切開術、放射線療
法、化学療法＋一時的気管切開術[23]

気管
●好発年齢
犬：中央値10歳齢（5～14歳齢）[22]

猫：中央値10歳齢（7～15歳齢）[22]

●性差
なし
●腫瘍分類
リンパ腫、扁平上皮癌、腺癌
●主症状
呼吸困難、ストライダー、咳／ギャギング、呼気性喘鳴
●診断
胸部X線検査、CT検査、気管気管支鏡検査＋生検
●治療法
化学療法[22]、外科切除[22]、内視鏡下スネア切除[24]

気管内ステント留置[25、26]、安楽死[22]

気管支、肺（原発）
●好発年齢
平均9.3～10.9歳齢（5～12歳齢）[27]

猫：平均11～12.5歳齢

10　高齢犬・高齢猫の呼吸器
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利点    

・入院診療費の高騰を抑え、経済的有用性あり    

・長期入院による動物および飼い主の精神的不安・ストレスを緩和できる    

・入院管理に携わる獣医師、動物看護士の肉体的・精神的負担の軽減    

    

問題点    

・方法の統一性を欠く    

・適応、処方基準、効果判定基準が確立されていない    

・在宅管理になって重症化すると移動が困難になってしまい    

　通院困難となり経過観察ができなくなる    

表1　ペットの在宅酸素療法の利点と問題点

図6　動物の在宅酸素療法　（写真提供：テルコム㈱）

治療目標
　高齢動物の生理的変動の許容範囲は若齢動物より狭
い[28]。そのため呼吸器疾患の治療処置自体にリスクがあ
る場合がある。したがって根治でなく、低侵襲で症状緩
和を確実にできる方法を選択するほうがよい結果とな
ることがある。
　高齢動物の呼吸器診療では、個々の症例ごとに以下の
ように段階的に考えている。

外科疾患
1. 治療侵襲が許容範囲で根治が80％以上見込めれば、根
治的治療
　例）犬の後天性特発性喉頭麻痺、肺門リンパ節転移の
ない孤立性肺腫瘍など
2. 治療侵襲が許容範囲を超え、根治困難と考えられれば、

以下の基準をみたすQOLを維持できる姑息的緩和療法
を行う。治療は反復でもよい。
　例）広範な気管内腫瘍、悪性咽頭腫瘍、鼻腔内腫瘍、喉
頭腫瘍
①治療後もしくは治療中、自宅で呼吸困難なく2ヵ月
以上過ごせる
②自力経口摂食が可能
　

内科疾患
　気道感染症などがみつかり根治可能な疾患であれば
根治を目指すが、残念なことに、高齢動物が罹患する慢
性呼吸器疾患は根治困難な疾患がほとんどを占める。
以下、代表的疾患についてそれぞれについて治療目標
を述べる。

慢性気管支炎
　咳は止めないが分泌物を柔軟化し咳の努力を減少さ
せ、夜間眠れる程度にし、咳は飼い主の許容範囲におさ
まっていること。

慢性閉塞性肺疾患、特発性肺線維症、び漫性肺腫瘍
　退院の時期：酸素療法のみで、開口呼吸や努力呼吸
などの呼吸困難なく、かつ食欲・活動性ありの状態に
なること。
　経過観察時：HOTを適用し、呼吸困難のため食欲、排
泄に支障なし

●性差
なし
●腫瘍分類
腺癌、扁平上皮癌、未分化癌、気管支肺胞癌、原発性血
管肉腫、組織球肉腫
●主症状
無徴候、慢性発咳、傾眠、体重減少、胸水など[27]

●診断
胸部X線検査、胸部CT検査＋生検、気管支鏡検査＋生
検
●治療法
肺葉切除術[27]
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酸素投与すれば自宅看護可能であり、動脈血酸素分圧 60mmHg以下（Spo2 90%以下）を示す以下のよう
な慢性呼吸不全を示す疾患

Good prognosis　（長期効果が期待できる）    
慢性閉塞性肺疾患1）、肺気腫2）、肺高血圧症
    
Gurded prognosis　（効果が期待できるが、長期効果は不明確）    
慢性間質性肺疾患3）（とくに特発性肺線維症疑い）、慢性心不全、び漫性肺腫瘍4）、癌性胸水5）

    
Poor prognosis　（効果はあまり期待できないが、他に対症療法がなく短期効果目的）    
右左シャント6）    

1）　経過が少なくとも2ヵ月以上の慢性発咳または呼気努力、         
かつ、Paco2 >40mmHg,　かつ、Pao2 <70mmHg,          

2）　胸部X線検査にて少なくとも2ヵ月以上続く肺過膨張所見あり、労作時呼吸困難あり、かつ、
Pao2 <70mmHg         

3）　胸部X線検査にて少なくとも2ヵ月以上続く間質陰影あり、持続性浅速呼吸or努力呼吸、
かつ、労作時呼吸困難あり、かつPao2 <60mmHg

4）　胸部X線検査にて少なくとも2ヵ月以上続くび漫性異常陰影あり、持続性浅速呼吸or努力呼吸、
かつ、肺生検or気管支肺胞洗浄液にて悪性腫瘍細胞陽性

5）　胸水貯留あり、胸水細胞診にて悪性所見あり         
6）　心エコー図検査にて右左シャントを疑う所見あり、かつ、重篤な低酸素血症（Pao2 <45mmHg）

表2　動物の在宅酸素療法の適応疾患

図7　HOT導入とフォローアップの流れ
まず入院にて適応を判断してHOT処方を決定し、その後HOT業者と
ともに経過観察する

初
診 

呼
吸
困
難

診
断

・
初
期
治
療

馴
化
期
間
（
５
日
）

酸素投与で
日常生活
動作が可能

HOT 処方
FIo2 と

使用時間
決定

設
置

返
却

HOT 期間

在宅ケア

獣医師の仕事！ HOT 業者
設置と装置メンテナンス
獣医師または動物看護師
： フォローアップ

動物の在宅酸素療法
（Home Oxgen Therapy、HOT）

HOTとは？
　内科療法に反応不良または適応でない、肺機能低下を
伴う慢性呼吸不全の動物に対し、飼い主宅に酸素濃縮機
と専用の酸素ケージ（図6）を設置し在宅看護をするシ
ステムである。機材はレンタル制となっている。理論的
には解剖学的シャント以外の低酸素血症には酸素療法
は反応するのでほとんどの慢性呼吸器疾患に適用可能
である。HOTは飼い主とペットの絆を維持し、動物はス
トレスなく自宅で過ごせるので、近年日本で一般に広ま
りつつある。いっぽう、いまだ方法の統一性を欠くなど
の問題もある。HOTの利点と問題点を表1にまとめた。

人では慢性呼吸不全患者に対して、入院治療にて一定の
状態まで回復すれば、このHOTに移行し、自宅で長く生
活できるようにするシステムが確立されている。慢性呼
吸不全のHOTの効果として、①生存率の向上[29、30]、②日
常生活動作（食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなど、
日常生活を送るために必要な基本動作）の改善[31]、③入
院回数の減少[32]、④肺性心の予防と改善、⑤QOLの向上
[33]、の5つが認められている。人では慢性閉塞性肺疾患と
肺線維症がHOT使用理由の上位2疾患であり、全体の62
％を占めている[34]。
　動物では、酸素投与すれば自宅看護可能であり、動脈
血酸素分圧 60mmHg以下（Spo2 90%以下）を示す以下の
ような慢性呼吸不全が、長期在宅酸素療法の適応となる
と思われる。

10　高齢犬・高齢猫の呼吸器
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図8　HOTの適応疾患別の対応
慢性閉塞性肺疾患や肺気腫はⅡ型呼吸不全に分類
される（高炭酸ガス血症を伴った低酸素血症を示
す）。この場合、高濃度酸素吸入にてCO₂ナルコレ
プシーを生じ意識障害をおこす可能性があるので
吸入気酸素濃度（FIo₂)は0.30以下で開始する

慢性呼吸不全（Pao2）≦60mmHg、またはSpo2≦90％

上気道閉塞疾患を除外

右左シャント

（先天性心疾

患など）

肺高血圧

（特に浮腫、

腹水を伴う

場合）

診断後

ただちに

HOT

1．呼吸数減少

2．体重増加

3．食欲増加

4．活動性増加

1．呼吸数減少

2．体重増加

3．食欲増加

4．活動性増加

5．血液ガス

6．胸部X線写真

1．体重増加

2．呼吸数減少

3．食欲増加

4．活動性増加

5．血液ガス

6．胸部X線写真

1．体重減少

2．呼吸数減少

3．活動性増加

4．血液ガス

診断後

ただちに

HOT

診断後

ただちに

HOT

診断後

ただちに

HOT

重度：Flo2>0.3，24時間

中等度：Flo20.28-0.30，12-24時間

重度：Flo20.25-0.28，

出入り自由or呼吸困難時のみ

中等度：Flo20.22-0.25，同上

重度：Flo20.28-0.30，8-24時間

中等度：Flo20.26-0.28，4-12時間

重度：Pao2<50mmHgまたは、Spo2<80％　　中等度：Pao250-60mmHgまたは、Spo280-90％

また、酸素ケージは、適切な温度（30-40％）と室温（23-27℃）に保たれている必要がある。

慢性心不全 癌性胸水間質性肺疾患

びまん性肺腫瘍

慢性閉塞性肺疾患

肺気腫

Ⅰ型呼吸不全

入院治療　①酸素療法が有効であることを確認。　②シャント、心拍出量、貧血の評価と治療

Ⅱ型呼吸不全

治療後も

Pao2≦60mmHg

ならHOT

治療後も

Pao2≦60mmHg

ならHOT

処方＊

モニタ

①慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、または気道閉塞を伴っ
た慢性気管支炎）　
②間質性肺疾患（とくに特発性肺線維症疑い）
③び漫性肺腫瘍
④がん性胸水
⑤慢性心不全
⑥肺高血圧症
　また、著効を示すとはいえないが、他に対症療法が存
在しないので、
⑦右左シャントを示す心疾患（末期動脈管開存症、先
天性心疾患など）

　各適応疾患の診断基準と予後について表2にまとめた。

動物の在宅酸素療法の流れ
　導入と管理の手順を図7に示した。まず、診察にて適
応疾患を診断し、入院治療にて初期治療と酸素療法を行
う。そして、酸素投与のみで状態が安定することを確認
し、適正な吸入気酸素濃度（FIo2）と1日当たりの酸素投
与時間を決定し、在宅酸素療法を処方する。機材の設置
およびメンテナンスはHOT業者に依頼する。その後、適
切に酸素療法が行われているか、獣医師または動物看護
師にてフォローアップする。3ヵ月以上の長期在宅酸素
療法を念頭においた在宅酸素療法の進め方を図8に示
した。COPDや肺気腫などのⅡ型呼吸不全にはFIo2を低

く設定していることに注目してほしい。

呼吸器科でHOTを適用した42例の解析
　2000～2011年でHOTを適用した42例の診療記録を解
析した。設置から返却までをHOT期間とし、患者因子や
疾患との関連を調査した。HOT期間別分類は、短期（15
日以下）10例、中期（16～90日）12例、長期（91日以上）20
例であった。HOT期間（範囲）は、COPD（n=14）で中央値
113（11～690）日間、間質性肺疾患（n=8）で中央値120（1～
630）日間であり、この2疾患でHOT適用症例全体の53％
を占め、長期間の管理が可能であった（表3）。なお、処方
時の年齢やPao2とHOT期間に関連はみとめられなかった。

HOTの効果と適切な使用法
　犬猫の慢性呼吸器疾患の慢性呼吸困難は数ヵ月に及
ぶことがあり、その間次第に消耗し着実にQOLは低下
していく。しかし、酸素投与だけで著明に全身状態が改
善する慢性呼吸器疾患は多い。COPDや肺線維症がその
代表例である。人のCOPDでは酸素療法によって生存期
間とQOLの改善があることがわかっているが、最近の
報告ではCOPDの進行期からHOTを開始しても効果は
望めないことがわかってきた。慢性呼吸器疾患を早期に
診断し、なるべく早い段階で生活のなかで少しずつ酸素
療法を取り入れることが病態の進行を着実に抑制する

まるごと一冊高齢動物の疾患
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項目

体重（自宅で計測）

安静時または睡眠時呼吸数（回／分）

食欲あり

空気環境での活動性

　室内気で過ごす時間

　歩く距離、時間、範囲

　走れる

　階段をのぼれる

　他の同居動物と遊ぶ

努力呼吸の程度進行なし

苦しそうな表情なし

摂食や排泄後の呼吸困難がない

酸素室内で過ごす時間

酸素（40％）吸入下 Spo2 (%)

空気吸入下 Spo2 (%)

評価

維持または増加で良好

40回／分以上で注意

良好

長いほど良好

長いほど良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

短いほど良好

98％以上で良好

少なくとも90％以上

COPD（肺気腫含む）

間質性肺疾患

慢性心不全

肺高血圧症

上気道・中枢気道閉塞

び漫性肺腫瘍

非心原性肺水腫

ALI/ARDS

右左シャント

全体

33.3%

19.5%

9.5%

9.5%

9.5%

7.1%

4.8%

4.8%

2.4%

100.0%

14

8

4

4

4

3

2

2

1

42

113

120

83

42

398

86

70

6

90

170

11～690

1～630

30～180

8～120

15～1,097

2～240

20～120

1～10

-

1～1,097

疾患 割合 症例数
HOT期間（日）

中央値　 範囲

表3　疾患とHOT期間
COPDと間質性肺疾患が半数以上を占め、両者とも十分長く管理できた

表4　HOT期間中の観察項目と評価

緊急性の高い高齢期呼吸器疾患の外科療法
　迅速な呼吸困難緩和と確実な救命、および少なくとも
2ヵ月以上の自宅生活可能な状況でのQOL改善を目的
とし、永久気管切開術を咽頭腫瘍（図9～13）や喉頭腫瘍
(図14～16)の動物で行ったり、気管腫瘍による気道閉塞
に対し気管内ステント留置（図17～20）を緊急の気道確
保に行ったりすることがある。これら疾患に対する根治
的治療は侵襲性が高く、術後QOL改善どころか死期を
早める可能性のほうが高い。

予防とクライアント・エデュケーション
　腫瘍性疾患や肺線維症は予防困難だが、犬の慢性気管
支炎は受動喫煙の機会をなくし、適切な体重管理を行え
ばある程度発症を予防できるかもしれない。とくにたば
この副流煙には気道刺激の強い微粒子やガスが多く含ま

ようである。動物でも同様であるように思う。在宅酸素
療法は早期に導入すれば、酸素室使用は数時間でその日
の消耗を回復することができる。長期使用で動物自身も
酸素の効果を学習し、呼吸困難で疲労すると自ら酸素室
に入るようになる。内科治療の限界を感じたCOPDや慢
性間質性肺疾患で1年以上の緩やかな長期管理に成功し
た症例はすべてそのような経過をとった。慢性呼吸器疾
患に対し長期間の予後改善には、早期から緩やかに
HOTを導入することが効果的と考えられた。

フォローアップ
　動物および飼い主に負担なく、効果的に長期間QOL
を維持するためにはHOT処方後のフォローアップが重
要である。呼吸困難が重度で移動が困難であれば、飼い
主のみ来院で、問診や自宅での呼吸の様子の動画などを
確認する。一般に慢性呼吸困難は体重が減少する。もち
ろん、腹水や胸水貯留性疾患は例外である。これは呼吸
困難のため空腹でも摂食できなかったり、終日の呼吸仕
事量の増加により消耗が増加したりすることによる。も
し、体重がHOT期間中維持されていればQOLが維持ま
たは改善されていることになる。また、安静時呼吸数（可
能なら睡眠時呼吸数）の増加傾向がなければQOLが維
持されている。食後や排泄後の呼吸困難の有無も重要な
観察項目である。長期管理例では、自らの判断で酸素室

内を出入り自由にすることができることが多く、その場
合酸素室で過ごしている時間が動物の呼吸器疾患の進
行程度を示す。もし、訪問看護が可能であれば、酸素投与
時と室内気吸入時のSpo2測定を行うと呼吸器疾患の程
度を把握できる。重要なモニタ項目を表4に示した。こ
れら項目の変化に応じ、FIo2と酸素投与時間の調整を行う。

10　高齢犬・高齢猫の呼吸器
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左）図9　
犬の唾液腺癌の症例
チワワ、雄、9歳齢。半年前からいびきが大きくなり、数
日前より睡眠時無呼吸がはじまった。受診時、入眠しよ
うとするが窒息様症状が生じ覚醒することをくり返し
た

右）図10
同症例の頭部X線所見
口咽頭から鼻咽頭に腫瘤状陰影があり、咽頭気道は閉
塞し（ ）、周辺構造は不鮮鋭➡

図11　同症例の口咽頭所見
全身麻酔下に気管切開にて気道確保して観察
仰臥で観察（下が上顎）。右咽頭側壁に内腔側に大き
く突出した硬い腫瘤状病変があり口咽頭や喉頭口を
閉塞していた（右）。ただちに生検を兼ね、アルゴンプ
ラズマ凝固と切除にて減容積し気道を確保した（左）。
病理組織検査にて唾液線由来の腺癌と診断された。
根治困難と考えられQOL改善のため第21病日、永久
気管切開術を行った

図12
同症例の第49病日のCT所見
病変は舌骨を破壊し右側咽頭壁内に広く浸潤し（➡）、喉頭が
左に変位していた（画像提供：日本動物高度医療センター）

➡

図13
第35病日の様子
気管ろう孔は十分開存していた。その後呼吸困難は
改善され、3回の咽頭腫瘍の減容積術を行い、経口
摂食可能な状態を維持したが、第179病日自宅で静
かに息を引き取った。飼い主は、呼吸困難から開放さ
せ経口摂食を維持できたことに満足していた

図14　猫の喉頭癌の症例
雑種猫、雌、18歳齢。3週間前から著明な吸気努力を示し声が出なくなっ
た。受診時、呼吸数20/分。頭頚部X線所見（吸気時）にて咽頭が拡張し、喉
頭に軟部組織様の腫瘤状陰影が認められた（→）。本症例は、慢性腎不全
やてんかんの内科管理中であった

図15　同症例の喉頭鏡所見
声門裂から結節状病変が生じ喉頭口を閉
塞していた（→）。
種々の合併疾患がある高齢猫であり、喉
頭全摘出は侵襲度の高く処置は不適切と
考え、迅速かつ確実に気道確保できる永
久気管切開術を選択した。後日、病理組織
検査にて扁平上皮癌と診断された

図16　同症例の退院後、気管ろう孔の
様子
自宅では温度と湿度を厳密に管理し、気管ろ
う孔および全身状態は良好であった（埼玉動
物医療センターより画像提供）。その後も厳
密な管理を続け、初診から208日間、自宅に
て経口摂食とQOLを維持した
（写真提供：埼玉動物医療センター）

まるごと一冊高齢動物の疾患
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図17　猫の広範な気管内腫瘍の症例
雑種猫、雄、20歳齢。5日前より急性呼吸困難。頭頸部X線検査にて気管中央部
に2.5cmの気管内マス陰影が認められた

図19　同症例
救命目的に、気管閉塞部に対し、バルーン拡張術後、気管内ステント（Vet 
Stent-Trachea® 8x50）を留置した

図20　同症例のステント留置直後の気管支鏡所見
閉塞部気管は十分に開存、安定し、術後呼吸症状は劇的に改善した。本症例はそ
の後、自宅で問題なく過ごしていたが、第49病日、再び喘鳴症状あり、気管支鏡
にてステント内腫瘍増殖を確認したのでカバーステントを留置し気管を再度安
定化させた。その後も自宅生活可能となり、本症例は初診より84日間生存した

図18　同症例の気管支鏡所見
頚部気管全体に多発性に隆起病変があり、とくに気管中央部では長さ2.5cmに
わたり管腔の95％を全周性に閉塞していた。気管管状切除および吻合術は非
適応と考えられた。救命目的に、気管閉塞部に対し、バルーン拡張術後、気管内
ステント（Vet Stent-Trachea® 8x50）を留置した

れ、喫煙者の吸う主流煙の数倍の有害物質が含まれてい
る。小型犬では胸腔内容積がとても小さく、また人と異
なり四足歩行するため腹腔内の過剰な脂肪は病的に肺
を圧迫し小さい気管支は潰れ、気道クリアランスは悪化
する。人に置き換えるならば、常に四つん這いになって
生活することを考えてほしい。犬がいかに苦しい状態に
あるか想像できると思う。一度、慢性気管支炎を発症す
ると根治はできない。幼少時からの空気環境や食生活の
積み重ねが高齢期に不幸な不可治な気道の病気を形成
してしまうので十分気をつけてほしい。いっぽう、猫の
慢性呼吸器疾患は後天的要因との関連はよくわかって
いないので、咳や浅速呼吸や開口呼吸などがみられれば
早期に受診することが重要である。しかし不幸にもその
ような不可治の慢性呼吸器疾患に罹患したとしても、在
宅で長期間負担なく過ごせる酸素療法がある。その場
合、できるだけ早期に導入すると苦しむ時間を少なく
し、長く元気に過ごせると思われる。

おわりに
　犬猫の高齢期の呼吸器疾患について病態を中心に述
べた。まず受動喫煙や肥満などの危険因子があれば積極
的に予防措置を行うことがホームドクターに求められ
ると思われる。COPDや肺線維症などの慢性呼吸器疾患
を早期に認識し、呼吸徴候が現われたらなるべく早い段
階でHOTを導入すれば、重篤化して手遅れにならずに
のんびりと経過観察ができると思われる。

10　高齢犬・高齢猫の呼吸器
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