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図１・動画１　猫の発作性乾咳：猫喘息
　アメリカン・ショートヘアー，４歳，雄。高調音を発し顎を前
方に伸ばし軽く舌を出す。強い咳では床に頸部腹面をすり付ける
ような体勢になる。この動作が繰り返される。

はじめに
猫では犬に比べ慢性咳を示すことが少ない。“猫喘息 

（feline asthma: FA）”の疾患名は 100 年以上前から獣医

療で慣用的に用いられてきた 1。猫喘息は咳を示す猫の

代表的な鑑別疾患であるが，そもそも診断基準が曖昧な

ため，常に診療は混沌とし釈然としない。本稿では，猫

の咳受容体の分布から咳と関連症状を提示し，近年の知

見から“猫喘息”をさらに分類し，診断に合った治療を選

択する流れを提案したい。

猫の咳と紛らわしい症状
猫では，喉頭，気管分岐部，気管，肺外気管支の順

で咳受容体が多く分布し，肺内気管には存在しない 2。

とくに猫は，喉頭の機械的刺激に敏感で，吸気なく直ち

に呼気努力を生じる。一方，猫では，細気管支や肺胞領

域に分布する肺 C 線維受容体には喉頭や気管刺激に

よって生じる咳を抑制する作用があることが確認されて

いる 3。肺 C 線維受容体は肺胞隔壁内にあるため，肺水

腫や間質性肺疾患に反応する。猫の慢性発咳は，①喉

頭への慢性刺激，②気管，気管分岐部，主気管支にお

ける慢性的な物理的刺激，炎症，感染，吸入物質の化

学的刺激，③間質性肺疾患や肺実質疾患合併時の咳抑

制の機序，のバランスを個々の症例でみる必要がある。

以下，猫の咳および呼気性呼吸の症状を示した。

1. 猫の発作性咳
発作性に咳が始まり，しばらく持続する。咳の契機は，

吸入物質の化学的刺激や中枢気道に到達した気道内分

泌物の喀出と考えられる。乾咳（図１，動画１）と湿咳（図

２，動画２）がある。前者は猫喘息（猫の好酸球性細気

管支疾患）の典型的症状で，後者は猫のブロンコレアの

典型症状である。猫のブロンコレアは，好酸球性肺疾患

や下気道感染症を否定された，消失しない肺浸潤影や

間質影と粘稠性の低い気道分泌物過剰を特徴とする慢

性肺疾患である 4。肺実質疾患でもあるため，一方で咳

抑制効果もあり，執拗には続かず，重症例でなければ日

に何度も生じないのが特徴である。気道分泌物量が比

較的少ない猫のブロンコレアでは，猫喘息と区別がつか

ない発作性咳を示す。



472018. 8

猫の発咳と猫喘息

2. レッチングと喉頭性咳
喉頭や気管粘膜刺激で生じる。突発的，音量が大きい，

単発的で持続性でないなどの特徴がある。急性喉頭炎

の典型的症状（図３，動画３）だが，他の上気道疾患によっ

てさまざまに修飾される。喉頭腫瘍（図４，動画４），咽

頭腫瘍（図５，動画５），慢性副鼻腔炎，気管狭窄がある

場合に生じる。

3. 猫の喘鳴（wheezing）
伏臥，頸伸展，開口し，努力呼吸が認められる（図６，

動画６）。運動後や何らかの刺激物吸入を契機に発症す

る。猫の好中球性気管支疾患，閉塞性細気管支炎，慢

性閉塞 性 肺 疾患（chronic obstructive pulmonary dis-

ease: COPD）／肺気腫の増悪時に認められる。呼気性高

調異常呼吸音（「ヒューヒュー」「スースー」），呼気努力，

すなわち腹部の陥凹呼吸を示し，呼吸数は毎分 40～80

回である。

猫喘息の診断
1.“猫喘息”を分類する

ヒトの気管支喘息では，その慢性炎症の実態は好酸

図２・動画２　猫の発作性湿咳：猫のブロンコレア
　ロシアンブルー，６歳，雌。動作は発作性乾咳と同様だが，「ゴ
ボッゴボッ」という湿性音を伴う。粘稠度の低い気道内分泌物過
剰が生じているときにみられる。

図４・動画４　猫の喉頭性咳：悪性喉頭腫瘍
　A（動画４）：雑種猫，14歳，雌。異常呼吸音，吸気努力にも注目。B：喉頭鏡所見では喉頭口は粘膜の発赤腫脹のため閉塞しており，生
検にて扁平上皮癌と診断された（矢印）。

図３・動画３　猫のレッチング：急性喉頭炎
　アビシニアン，１歳，雌。喉頭刺激のための呼気反射であり，
突発的に喉がつかえたような仕草をする。

A B
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球と活性化 T リンパ球の相互作用によって生じる気道

の器質学的変化である。これは，平滑筋の肥大や過形成，

上皮下基底膜の肥厚と線維化，気管支腺の過形成，杯

細胞の過形成，上皮の肥厚などの構造変化を指し，気

道リモデリングと呼ぶ（図７）。この気道壁の肥厚性変化

が気流制限を引き起こす。気道リモデリングはやがて，

ステロイド投与でも回復しない非可逆的気道閉塞に移行

していく。このような病態は，ブタ回虫抗原やハウスダ

スト抗原の反復吸入によって作成された猫喘息モデルで

確認された 5。しかし，自然発症例と猫喘息モデルでは，

主要な臨床徴候や主体となる炎症が異なっている（表１）。

そのため，臨床研究では自然発症例を，“猫の気管支疾

患 （feline bronchial disease: FBD）”と表現し，猫喘息

（FA）と限定して呼んでいない。しかし，臨床上明確な

区別が困難なので，現時点では大まかに猫の気管支疾

患／喘息（FBD/FA）と呼ばれている 6。本稿では，猫の

気管支疾患は発作性咳や喘鳴などを呈する可逆性の慢

性末梢気道疾患の総称，猫喘息は発作性咳を主な臨床

徴候とする可逆性の好酸球性慢性気管支疾患と定義し，

両者を区別する（表１）。

なお，筆者は後述する気管支肺胞洗浄液 （bronchoal-

veolar lavage fluid: BALF）解析の結果とその後の治療

経過の経験から，図８のような分類を提案した 7。厳密

に言えば，不可逆性気流制限に進行した場合は猫の気

管支疾患／喘息とは言えないが，病態の進行形として分

類に加えた。猫の気管支疾患は，BALF 中の好中球の

比率と臨床徴候から，慢性気管支炎（chronic bronchitis: 

CB），閉塞性細気管支炎（bronchiolitis obliterans: BO），

真の（または特発性）猫の気管支疾患とにさらに区別する。

閉塞性細気管支炎は細気管支内に肉芽腫性ポリープ病

変が形成され閉塞する病態である。病理学的には獣医

療で古くより認められ，猫での報告はないが犬やウシな

ど他の動物ではすでに臨床的に認められている 8-11。ヒ

ト の BOOP（bronchiolitis obliterans organizing pneu-

monia；器質化肺炎を伴った閉塞性細気管支炎）はステ

ロイド反応性疾患としてよく知られている。細気管支お

よび肺胞領域に炎症病変が存在する閉塞性細気管支炎

では，C 線維受容体の応答反応により咳はなく努力呼吸

のみが生じる。筆者は咳を伴わないステロイド反応性の

可逆性気流制限を示す猫の症例は多く経験し，現在，臨

床的閉塞性細気管支炎と考え対処している。筆者の経

験では，閉塞性細気管支炎タイプでは BALF 細胞診は

A B

図５・動画５　猫の喉頭性咳：咽頭腫瘍（悪性舌根腫瘍）
　A（動画５）：雑種猫，９歳，雄。咽頭液の喀出にも注目。B：口腔内所見では，舌根に腫瘤（矢印）がみられる。

図６・動画６　猫の喘鳴（wheezing）
　ペルシャ，10歳，雄。慢性閉塞性肺疾患管理中の急性増悪。
伏臥，頸伸展，開口し，努力呼吸が認められる。
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平滑筋細胞 気管支腺の
過形成

好酸球線維芽細胞

平滑筋線維束

毛細血管

マクロファージ気管支平滑筋の収縮がみられない
気管支平滑筋の
収縮がみられる

杯細胞の
過形成

平滑筋の肥厚

A B

図７　猫喘息の病態
　（A）正常な気管支。右は断面拡大図。気管支平滑筋は収縮しておらず，気管支内径は広く保たれている。（B）猫喘息の気管支。気管支平
滑筋は収縮している。気管壁が肥厚し内径は小さくなり，粘稠な分泌物が産生される。右の断面拡大図では平滑筋の肥厚，気管支腺の過形成，
杯細胞の過形成がみられる。粘膜内および気道内に好酸球が多数みられる（文献35より引用。一部改変）。

表１　各種喘息性疾患の特徴

主症状 BALF細胞診 気道過敏性 吸入ステロイド 全身性ステロイド

ヒト気管支喘息 喘鳴 好酸球増加 上昇 有効 有効

猫喘息モデル 発作性咳 好酸球増加 上昇 有効 有効

自然発症の猫の気管支疾患

　好酸球性疾患 発作性咳 好酸球増加 上昇 有効 有効

　好中球性疾患 喘鳴 好中球増加 なし 効果なし 有効

BALF：気管支肺胞洗浄液

好中球が圧倒的優勢であった（後述図13-C）。慢性気管

支炎は閉塞性細気管支炎に比べステロイド反応性が低

い不可逆性気流制限で，間欠的な発作性咳と肺過膨張

を伴い，緩やかに進行し肺気腫に至る。その段階に至れ

ば，不可逆性の性格が強くなり慢性閉塞性肺疾患

（COPD）と呼ぶ。好酸球も好中球も増加のない可逆性気

流制限を示す場合を真の猫の気管支疾患，不可逆性気

流制限を示す場合を猫の気管支肺疾患（feline bronchop-

ulmonary disease: FBPD）とする。猫の気管支肺疾患は

原因を特定できない気管支肺疾患の総称であり，気流制

限が基礎にあると考えられている 12。原則として感染症，

腫瘍，異物，管外性圧迫などは除外される。発咳を主な

徴候とする 12。

2．原因と発症傾向
猫の気管支疾患／喘息は，特定の抗原を持続的に吸入

して生じるⅠ型過敏反応性反応と考えられるが，猫喘息

モデルと自然発症例で異なる点があり，それぞれ原因は

異なるかもしれず，よくわかっていない。すべての猫種

に生じ，性差は明らかではない 13。年齢や性別，種類と

重症度に関連は認められなかったと報告されている 13。

診断は図８に従う。

3．問診および身体検査
2ヵ月以上の慢性経過を示す，発作性咳，運動後喘鳴，

運動不耐性が特徴であり 14, 15，それらの徴候が繰り返さ

れているかを問診にて確認する。肺音に呼吸音増大が

聴取される。これは末梢気道域の気管支肺胞呼吸音化
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2ヵ月以上続く喘鳴/発作性咳/努力呼吸/運動不耐性

心疾患，寄生虫疾患を除外

胸部X線にて肺浸潤影なし/肺過膨張あり/気管支パターンあり

気管支鏡検査
気道異物/中枢気道内腫瘍/気管・気管支狭窄なし

猫の気管支疾患/喘息（FBD/FA）

BALF 細菌（－）

BALF Eos↑ >25% BALF Eos<25%

BALF Neu↑ 20～90% BALF Neu <20%

咳あり

慢性気管支炎
（CB）

咳なし

可逆性＊ 不可逆性 可逆性 不可逆性

可逆性 不可逆性

閉塞性細気管支炎
（BO）

猫の気管支疾患
（FBD）

猫の気管支肺疾患
（FBPD）

CB COPD BO COPD

猫喘息（FA） 猫の気管支疾患（FBD）

実験的モデル
と同じ

図８　猫の気管支疾患／喘息の診断のアルゴリズム（筆者案）
　肺過膨張や努力呼吸がステロイドによって完全に消失すれば可逆性，消失しなければ不可逆性と分類する。
*慢性気管支炎と診断した例では不可逆性の経過をたどり，可逆性の疾患となることはほとんどない。
閉塞性細気管支炎では喘鳴発作時に胸部X線検査にて限局性すりガラス状陰影を伴い，呼吸数が増加する。免疫介在性疾患が示唆される。
BO：bronchiolitis obliterans，CB：chronic bronchitis，COPD：chronic obstructive pulmonary disease （慢性閉塞性肺疾患），FA：feline 
asthma，FBD：feline bronchial disease，FBPD：feline bronchopulmonary disease，BALF：気管支肺胞洗浄液，Eos：好酸球数，Neu：好
中球数

や流速の増大によって生じている。喘鳴は重症例では聴

取されるかもしれない。ほとんどの罹患猫は，診察台上

で努力呼吸か浅速呼吸を示している。喘息の徴候を示

す猫の 25 % が，上気道感染の臨床徴候を有していたと

報告されているので，鼻汁やくしゃみなどを伴っていな

いかも確認する 12。

4．診断のための検査
■糞便検査

気道の寄生虫感染症を除外するために行う。肺吸虫と

毛頭虫属の虫卵は遠心分離にて，猫円虫第一段階幼虫

の検出は浮遊法にて行う。

■CBCおよび血液化学検査
猫の気管支疾患／喘息を有するおおよそ 20 % の猫で

末梢血好酸球増加症が認められる 12, 15, 16。さらに，疾患

の重症度に伴い末梢血好酸球が増加する傾向が認めら

れる 12。血液化学検査は，ステロイド治療中に血糖値や

肝酵素値について必要となる。

■動脈血ガス分析
猫の気管支疾患と最終診断した症例の急性増悪時には，

重度の低酸素血症（動脈血酸素分圧［PaO2］＜60 mmHg）

および重度の高炭酸ガス血症（PaCO2＞50 mmHg）がみら

れる。猫喘息と最終診断した症例では，高炭酸ガス血症

はまれである。

■胸部X線検査
病勢の安定時は明らかな異常所見を示すことは少ない。

猫の気管支疾患／喘息 29 例の画像所見は，気管支パター
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A B

症例 正常猫

図９　猫の気管支疾患の急性増悪時の胸部X線所見：ラテラル像
　A：症例（短毛雑種猫，4歳，雄），B：正常猫。症例の発症時動脈血ガス分析所見はpHa：7.16，Paco2：65 mmHg，PaO2：54 mmHgで
あり，重度の低酸素血症を伴った急性呼吸性アシドーシスを示した。

ン（21%），間質パターン（29%），混合パターン（50%）であっ

たという 15。猫の気管支疾患の急性増悪時には，エアー

トラッピングにて肺容積が拡大し，触診では胸郭の樽状

拡大，胸部 X 線像では肺過膨張（図９，10）。肺野透過

性亢進，横隔膜の平坦化，横隔膜の尾方変位，呼気時

肺縮小不全を示す。重度の猫喘息と診断した症例では，

小輪状影や粒状影の多発，線状影の増加，肺過膨張が

認められることがある（図11）。

■気管支鏡検査
主気管支以降，葉気管支入口部の粘膜肥厚がよく認

められる。気管支で鋳型状の棒状の小粘液塊が認めら

れることがある（図12）。または気道内に白色の小粘液

塊が散在していることもある。BALF 解析では，正常例

（図13-A）に比べ好酸球比率が優勢的に増加（＞25%）し

ていたり（図13-B），好中球比率が優勢的に増加（20～

90%）していたり（図13-C），好酸球と好中球の両者が増

加していることがある（図13-D）14, 15, 17。好酸球増加の

パターンは好酸球型の猫の気管支疾患，好中球増加の

パターンは非好酸球型の猫の気管支疾患，好酸球と好

中球の両者の増加パターンは，混合型と呼ばれることも

ある。BALF 中の好酸球比率や好中球比率の増加は，

疾患の重症度 12 や，気道閉塞と過敏性の程度 17 とよく

相関する。

■胸部CT検査
猫喘息モデルの胸部 CT 検査にて不整形の浸潤影や

すりガラス状陰影や気管支壁の軽度肥厚が認められた

が，特異的な所見ではなく，ほぼ異常が認められない猫

もあった 18。猫の気管支疾患の自然発症例の胸部 CT 検

査所見に関する文献は見当たらなかった。

■その他の検査
一回換気フロー・ボリューム曲線にて，正常猫に比べ

猫の気管支疾患罹患症例では，吸気時間に対する呼気時

間の比率の増加，呼気カーブ側の面積と呼気流速の減少，

一回換気量の呼気流量の低下，平均肺抵抗の上昇が認め

られた 19。また，全身プレチスモグラフィにて気道閉塞

や気道過敏性の上昇が認められたという 12, 17, 20-23。

5. 診断基準
積極的な診断基準は定められていないが，猫で 2ヵ月

以上続く運動後喘鳴，発作性咳，努力呼吸，運動不耐

性などを認めることを必須とし，心疾患や気道感染，寄

生虫性疾患などを除外して診断する（図８）。その他，主

な鑑別疾患リストを以下に列記した。

■猫の喘鳴や持続性咳を示す鑑別疾患
上気道閉塞疾患

 咽頭腫瘍（舌根腫瘍，扁桃の扁平上皮癌など），慢性

喉頭炎，喉頭腫瘍
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A B

症例 正常猫

図11　猫喘息と診断した初診時の胸部X線所見：
DV像
　A：症例（アビシニアン，５歳，雌），B：正常猫。
症例は初診時に努力呼吸と胸部X線検査にて肺過
膨張を認めたが，動脈血ガス分析所見はpHa：
7.44，Paco2：26 mmHg，PaO2：95 mmHgであり，
正常範囲を示した。

図12　猫喘息と診断した症例の左肺前葉気管支
（LB1D1）入口部に認められた鋳型状の小粘液塊
　ソマリ，８歳，雌。同時に粘膜肥厚も認める（矢印）。

A B

症例 正常猫
図10　図９の猫の気管支疾患の急性増悪時の胸部
X線所見：DV像
　A：症例（短毛雑種猫，4歳，雄），B：正常猫。
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中枢気道閉塞疾患

 気管狭窄，気管内異物，胸部気管離断（tracheal 

transection），肺および気管支内腫瘍

末梢気道・肺実質疾患

 慢性肺気腫の急性増悪，好酸球性肺炎 *，犬糸状虫感

染症

 * 好酸球性肺炎では BALF 中の好酸球比率は増加す

るが，咳はなく肺浸潤影を示す。

慢性期維持治療
筆者が提案する猫の気管支疾患／喘息の診断分類によ

る各疾患の治療法について表２に示した。

1．アレルゲン／刺激物への曝露の減少
環境アレルゲンや非特異的刺激物は喘鳴や発作性咳

を引き起こし，増悪因子となりうる。ほこり，香水，揮

発性の化学物質，たばこの煙など，問題となりそうな刺

激物を可能なかぎり除外する。

2．コルチコステロイドの全身投与
猫の気管支疾患／喘息の治療管理の主体となる。プレ

ドニゾロン（投薬期間７～10 日間，１～２ mg/kg，経口

投与，１日２回）が推奨されており，治療に反応する猫

A

C

B

D

図13　正常猫および猫の気管支疾患／喘息症例のBALF細胞診のパターン
A：正常猫。総細胞数166/mm3，好酸球7.8 %，好中球3.0 %，マクロファージ88.2 %。正常範囲は総細胞数55 ～ 105/mm3，好酸球3 ～
21 %，好中球1 ～ 7 %，マクロファージ76 ～ 88 %。 雑種猫，11歳，雌。咳なし。
B：好酸球型（猫喘息）。総細胞数1,260/mm3，好酸球60.2 %，好中球10.0 %。ソマリ，２歳，雌。１年前より発作性咳あり。主要徴候は
発作性咳，努力呼吸。
C：好中球型（猫の気管支疾患）。総細胞数1,705/mm3，好酸球0.0 %，好中球85.6 %。短毛雑種猫，４歳，雌。１ヵ月前より喘鳴発作で入
退院を繰り返す。主要徴候は喘鳴発作で，咳はない。
D：混合型。総細胞数720/mm3，好酸球37.8 %，好中球21.4 %。エジプシャン・マウ，１歳，雄。２ヵ月前より発作性咳あり。主要徴候
は発作性咳，努力呼吸。診断は猫喘息だが，吸入ステロイドのみの管理では十分コントロールできず，ステロイド内服を要した。

※BALF細胞診の総細胞数評価は，正常範囲に比べ「非常に多い」かどうかで判断する。概ね、正常範囲の３倍以上は病的増加と判断する。
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では２～３ヵ月かけて漸減していく。経口投与が困難な

場合，持続作用型のグルココルチコイドを使用すること

ができる。酢酸メチルプレドニゾロン（Depo-Medrol）を

10～20 mg/ 頭で２～４週間ごとに筋肉内投与もしくは

皮下投与する。

3．気管支拡張薬の全身投与
循環器への影響が少ないため，選択的β 2 刺激薬の

使用が好まれる。ただし，呼吸困難が慢性化している場

合は，内服投与は避けたほうがよい。

4．吸入療法
ヒトの気管支喘息では，加圧式定量噴霧式吸入器

（pressurized metered-dose inhaler: pMDI）を用いたス

テロイドと気管支拡張薬の吸入療法が標準治療となって

いる。吸入ステロイド薬は吸入量の約 30 % が気道に到

達し，残りは咽頭に付着したり，嚥下されたりする。し

たがって消化管から吸収される可能性があるが，フルチ

カゾン（フルタイド）は吸入ステロイドの中で最も消化管

から吸収されにくいので 24，長期継続しても全身性副作

用がほとんどない。健常猫に吸入ステロイドを投与する

と，視床下部－下垂体－副腎皮質系をわずかに抑制する

が，経口ステロイド投与に比べ全身性免疫系への影響は

少なかった 25。猫喘息モデルにフルチカゾン（44 µg, 110 

µg, 220 µg / 回 / 吸入，１日２回）を投与すると，どの投

与量でも視床下部－下垂体－副腎皮質系を抑制すること

はなかった 26。吸入ステロイドは猫喘息モデルの BALF

中の好酸球比率を有意に減少させることが確認され 25，

さらにフルチカゾン 44 µg，１日２回吸入で BALF 中の

好酸球比率を 74 % 減少させ気道内炎症をコントロール

できた 26。

本邦では，フルチカゾン 50 µg/ 回噴射の規格（フルタ

イド 50 µg エアゾール 120 吸入用）が維持治療の標準と

される。気管支拡張薬は，β 2 刺激薬のサルブタモール

（サルタノールインヘラー）とプロカテロール（メプチンエ

アー）が使用されている。猫に対する吸入療法は，これ

ら pMDI と 猫 専 用 の ス ペ ーサ ー（AeroKat, Trudell 

Medical International, London）を用いて行う（図14）24。

pMDI をスペーサーに装着し，１回スプレー分をスペー

サー内に噴射し，すぐにマスクを猫のマズルに密着する

ように押し当てる。スペーサーのマスク側には薬剤の流

れを示す弁があり，この弁が十分に７～10 回動くように

して１回の吸入療法を終える（図15）24。これを１日２回

行う。吸入療法は効果が安定するまで２～３週間かかる

ので，それまではステロイド内服を併用する 24。

5．ネブライザー療法
吸入薬剤をネブライザーという機器でエアロゾル化し，

表２　筆者の診断分類（図８）による各疾患の治療方法

分類
FA CB COPD

（咳あり）
COPD
（咳なし） BO FBD FBPD

治療方法

ステロイド：全身 ○ ○ △ ○ ◎# ○ △

ステロイド：吸入 ◎ ○ ○ × × ◎ ○

ステロイド：ネブライザー療法 △ △ ○ × × △ △

気管支拡張薬：全身 △ ○ △ ○ ○ ○ ○

気管支拡張薬：吸入 ○ ○ ○ × ○ ◎ ◎

シクロスポリン：内服 △ ？ ？ ？ ？ ？ ？

抗菌薬＊：全身or内服 × × × × × × ×

去痰薬：内服 ○ △ × × × × ○

在宅酸素療法 △ △ ◎ ◎ △ △ ○

◎：第一選択治療，○：補助治療，第一選択で反応良好なら不要，△：第一選択治療＋補助治療で反応不良時に適用，×：不要/効果を
期待できない/行わないほうがよい，？：効果が不明，
＊：診断時，気道内に起炎菌が確認されないことが前提，#：プレドニゾロン2.0 mg/kg，経口投与，１日２回より開始し漸減するが中断
はしない
FA：猫喘息，CB：慢性気管支炎，COPD：慢性閉塞性肺疾患，BO：閉塞性細気管支炎，FBD：猫の気管支疾患，FBPD：猫の気管支肺
疾患
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経口および経鼻的に上気道から末梢気道に到達させる

治療法である。吸入療法と異なり，拘束なく動物の協力

は最小限で済むので薬剤投与の確実性が増す。ブデソ

ニド（パルミコート）が唯一ネブライザー療法で使用が認

められている吸入ステロイド薬である。乳児の場合，マ

スクを口に当て７～８分継続して行う。小児はブデソニ

ドとして 0.25 mg を１日２回または 0.5 mg を１日１回に

て行う。

猫喘息に対するステロイドのネブライザー療法の検討

を示した文献はない。しかし，携帯型ネブライザー

（OMRON NE-U22）を用いて，健常猫と猫喘息モデルに

リドカイン吸入を試みた研究によれば，猫はネブライ

ザー吸入によく耐えたという 27。リドカイン吸入は，健

常猫には刺激なく，猫喘息モデルには BALF 中の好酸

球を減少させなかったが，気道過敏性を下げた 27。ただ，

あくまで補助療法と考えるべきという。パルミコートは

懸濁液であり，原則ジェットネブライザーでの吸入が指

示されている。小児の投与量を参考に，生理食塩液で

希釈せずに使用し，他の薬剤と混合しないのが安全と思

われる。

6．IPV療法
ヒトの気管支喘息および猫喘息モデルから，気流制限

には平滑筋収縮のみならず，気管支腺増生に伴う粘液

増加がかかわっているとされている。発作性咳や喘鳴は

末梢気道内分泌物過剰も関与しているかもしれない。猫

喘息の末期には末梢気道全体に粘液栓が充填し，呼吸

不全で死亡することが報告されている 28。肺内パーカッ

シ ョン 換 気（intrapulmonary percussive ventilation: 

IPV）療法は，肺を昇圧せずに高頻度の陽圧換気により

肺内を直接パーカッションし，排痰を促進させる新しい

呼吸理学療法である 29。ヒト 30, 31 や猫 32 の慢性喘息の管

理（図16）で有効であったとの報告がある。

7．シクロスポリンの投与
喘息の病態生理における活性化 T 細胞の役割に関す

る知見からみると，シクロスポリン（T 細胞活性化の強

力な阻害薬）が喘息治療に有効であるかもしれない。猫

喘息モデルでは，気道の構造的障害を減少させ，気道

反応を減少させた 33。初期推奨薬用量は 10 mg/kg，経

口投与，１日２回（オリーブ油を基剤にした Sandim-

mune）または３ mg/kg，PO，１日２回（マイクロエマル

ジョン，ネオーラル）である。しかしながら，シクロスポ

リン濃度が治療濃度（最低レベルが 500～1,000 ng/mL，

全血）に安定するまで毎週検査すべきであり，その後は

毎月検査する。腎移植を受けた猫の経験から，シクロス

図14　pMDIと猫専用の吸入療法用のスペーサー

図15　猫喘息と診断した症例にステロイド吸入を行っていると
ころ
　すでに５年間ステロイド吸入治療を続けている。

図16　難治性の猫喘息症例に対するIPV療法
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ポリンを低用量で使用した場合の最低血中濃度が免疫

抑制作用を示すのは 250～500 ng/mL である。シクロ

スポリンの経口投与による吸収性は予測できないので，

血中濃度の継続的な監視が重要である。シクロスポリン

投与時に高脂肪食を与えると，その経口投与による生物

学的利用能は増大するかもしれない。

8．抗菌薬
猫の気管支疾患／喘息では細菌感染との関連がなく，

抗菌薬は有用ではない。BALF 中に細菌が分離されれば，

感受性に基づいた抗菌薬が必要になるだろう。これまで

筆者が BALF 中に好酸球増加（＞25%）を確認し猫喘息

と診断した 11 例のうち，有意な起炎菌が分離されたこ

とは１例もなく，猫の気管支疾患と確定診断した例でも

同様であった。

9．去痰薬
痰産生咳が多く認められれば適用する。筆者は経済

性からビソルボン錠を使用している。

10．在宅酸素療法
PaO2＜60 mmHg にて適用する。とくに猫の COPD

には重度肺気腫症例（PaO2＜50 mmHg）でも１～２年の

長期生存を確認している。Ⅱ型呼吸不全であるため低濃

度酸素から開始する。FiO2 25%，出入り自由，で処方を

開始し症状をみながら加減する。

11．その他
猫喘息モデルに対し，シプロヘプタジン 25 および 5-

リポキシゲナーゼ阻害薬 25 の投与が試みられたが，いず

れも症状改善の根拠となるデータは得られなかった。抗

インターロイキン（IL）-5 抗体も効果が期待されるが，猫

における IL-5 の役割はまだ解明されておらず，臨床に

適用する根拠は得られていない。

予後
筆者の診断分類による各疾患の予後を表３に示した。

治療期間のモニタリング項目と頻度
安静時呼吸数，咳の頻度，運動不耐性は自宅でよく観

察してもらう。月１回程度の頻度で，胸部 X 線検査（気

管支間質影，過膨張の程度），Glu，ALT，ALPをモニター

する。

猫では全身性のコルチコステロイド投与に比較的耐性

があるとは言われているが，長期投与で血糖値上昇や

肝障害が生じやすい。血糖値や肝酵素を月１回程度の

頻度でモニターする必要がある。とくに酢酸メチルプレ

ドニゾロンの使用時は要注意である。筆者の経験で，酢

酸メチルプレドニゾロンを 4.0 mg/kg，筋肉内投与にて

５回投与後に糖尿病（血糖値：516 mg/dL）と重度肝障害

（ALT：＞1,000 U/L，AST：510 U/L，T-Bil：2.0 mg/

dL）を発症し，結果として吸入ステロイド治療を選択し

たことがあった 34。

おわりに
“猫喘息”を臨床的側面から分類し，それぞれの病態，

診断，治療法について述べた。これら各分類を混同する

と，“猫喘息”の診療は混沌化し方向性を見失ってしまう。

表３　筆者の診断分類（図８）による各疾患の予後（参考）

分類 予後

FA 治療前有症期間が短いほど良好。少なくとも５年以上治療継続可能。

CB 原因が特定できなければCOPDに移行する可能性大。

COPD（咳あり） 肺過膨張や努力呼吸は持続し，緩やかに進行する。

COPD（咳なし） 治療は必須だが，咳ありタイプより緩やかに進行することが多い。

BO ステロイドに反応良好だが，減量や中断で喘鳴発作が生じる。

FBD 不明。要注意。

FBPD 肺野浸潤影への進行で予後不良。

FA：猫喘息，CB：慢性気管支炎，COPD：慢性閉塞性肺疾患，BO：閉塞性細気管支炎，FBD：猫
の気管支疾患，FBPD：猫の気管支肺疾患
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咳症状や臨床経過から十分に吟味鑑別したのちに，

BALF 解析などで病態を分類整理してから治療を開始

することが重要と思う。
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