犬・猫の呼吸器科

第９回

上気道閉塞性疾患
⑤ 犬の慢性特発性鼻炎
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

特発性鼻炎

犬の慢性特発性鼻炎とは？

腫瘍

慢性鼻汁、鼻閉症状、くしゃみなどの慢性鼻炎症状があり、

鼻アスペルギルス症

異物、細菌感染、真菌感染、腫瘍、好酸球性鼻炎などを除外

特発性鼻炎
23.7％

して診断される。慢性肥厚性鼻炎と呼ばれることもある 1）。
ちなみに、慢性鼻汁とは、鼻汁が 4 週間以上続く場合を指
す 。粘稠な鼻汁が蓄積し鼻腔を閉塞し、それが排出されな
1）

歯周疾患

8.7％

いと呼吸困難を示す。感染によらず、かならずしも炎症性要

寄生虫

腫瘍
15.0％

因にもよらないので、上気道閉塞性疾患の 1 つとして考慮さ

釈的に診断されている

，

。したがって、リンパ形質細胞性

2, 3）

鼻炎と診断されても全くステロイド治療に反応しない例があ

異物
細菌性鼻炎

れる。リンパ形質細胞性鼻炎は、そもそも慢性特発性鼻炎の
範疇のなかにあるが、最近、リンパ球浸潤が軽微でも拡大解

口蓋裂

Meler E: Retrospective study of canine persistent nasal disease: 80 cases
(1998-2003). Can Vet J 2008 ; 49 : 71-76.

図 1 犬の慢性鼻疾患 80 例の原因 5）。特発性鼻炎が 23.7% ともっとも多
く、その次が腫瘍で 15.0% であった

り、混乱を生じかねない。本稿では、リンパ球浸潤の少ない
慢性特発性鼻炎について、その文献と治療を含むこれまでの
生検は 83％の高い診断率を示し、一方、生検後に持続性鼻

呼吸器科の診療経験をまとめてみた。

出血が生じたのは 109 例中 2 例のみであった 7）。CT および
ＭＲＩの断層画像検査も合わせて行えば、鼻鏡で観察するこ

疫学

とのできない副鼻腔、歯科疾患に関連した上顎骨、ほかの周

犬の慢性鼻症状を示す疾患のうち、原因を特定できない特
発性鼻炎がもっとも多いとされている

（図 1）。犬の持続

4, 5）

辺骨組織や軟部組織との関連を把握できる 8）。
おもな鑑別疾患を下記にあげる。

性鼻疾患 80 例中最多は特発性鼻炎であり（23.7％）
、次いで

① 好酸球性鼻炎：ヒトに比べ犬では少ない。鼻腔粘膜に好

腫瘍（15.0％）、鼻アスペルギルス症（8.7％）、口蓋裂（8.7％）
、

酸球浸潤を示す。犬の慢性鼻咽頭疾患 54 例に行った鼻鏡

歯周疾患（4.0％）、寄生虫（1.3％）、異物（1.3％）
、細菌性

検査にて 2 例診断されている 9）。

鼻炎（1.3％）の順であったという 。また、ウィペットとダッ
5）

クスフンドが罹患しやすいと考えられている 1）。

② 鼻アスペルギルス症 8）：粘性から血様の大量の慢性鼻汁、
外鼻孔の潰瘍、顔面部の痛みと違和感、の 3 徴候が特徴で
ある 10）。頭部Ｘ線検査にて鼻腔内の透過性亢進、鼻鏡検
査では鼻甲介の破壊を伴い、菌球を直接確認できる。

症状

③ 歯周疾患 5, 11）：上顎の歯肉の炎症、歯周疾患を直視または

診断時、すでに症状は数カ月前あるいは数年間継続してい

全身麻酔下にて行う。または詳細な画像検査を合わせて行う。

ることが多い。症例は、通常、最初は片側性の鼻汁を呈し、

④ 原発性線毛運動不全症 12 - 14）: 線毛構造異常を示す先天性

進行すると両側性になる。初めは漿液性だが、二次感染に

疾患であり、鼻炎に慢性気管支炎症状を伴う症状が 1 歳

よって粘液性、粘液膿性あるいは血液性鼻汁へと進行する。

齢未満の幼齢期より生じる。内臓逆位がみられることもあ

初期には抗生物質に対して反応するが、治療を中止すると再

る。したがって臨床徴候より鑑別可能である。

発する。しばしば、増悪因子はみつからない。二次的な扁桃
腺炎や咽頭炎がみられることもある。夜間に鼻汁が蓄積する
ために、患者はしばしば朝一番にくしゃみをする 1）。

治療
軽微なリンパ球浸潤も診断に含めた広義的な犬のリンパ
形質細胞性鼻炎でステロイド治療を試みた 10 例のうち、効

診断

果が認められたのは 5 例だけだった 3）。ステロイドが無効で

鼻鏡検査で粘膜病変観察、微生物検査および生検を行い、

あった場合の治療の記述はない。経過中に二次感染が生じ、

除外診断を行う。鼻鏡検査は鼻疾患において安全かつ重要

膿様粘液性、膿性、出血性の鼻汁が再発したときには 1 〜 2

な診断ツールである 6）。犬の鼻疾患において鼻鏡検査および

週間の広域抗生物質を経口投与すると効果がある 2）。
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表1

⑤ 犬の慢性特発性鼻炎

慢性特発性鼻炎の 10 例

No.

主訴
（主要順）

過去の治療

症状の 片側
期間 /両側

AP

DEN

最終治療法

転帰（主観評価）
観察期間

飼主

獣医

1

ミニチュア・ダックスフンド
4歳齢, 雄, BW6.45kg

咳
逆くしゃみ

なし

0.5カ
月

両側

なし

なし

無治療

1201日

悪化

悪化

2

ミニチュア・ダックスフンド
6歳齢, 雄, BW5.18kg

頻回のくしゃみ
鼻汁

抗生物質2種
ステロイド

12カ月

片側

なし

なし

無治療

962日

不変

不変

3

ミニチュア・ダックスフンド
6歳齢, 雄, BW4.90kg

咳
鼻汁
鼻づまり

抗生物質
アミノフィリン

6カ月

片側

ある

ある

APC
鼻腔内焼灼

2510日

やや改善

やや改善

4

ミニチュア・ダックスフンド
4歳齢, 雌, BW5.25kg

鼻づまり

抗生物質
ステロイド
粘液溶解剤
消炎酵素剤

24カ月

両側

なし

なし

ボスミン
点鼻

532日

やや改善

やや改善

5

ミニチュア・ダックスフンド
8歳齢, 雄, BW3.20kg

咳
呼吸困難

抗生物質2種
短期ネブライザー療法

1カ月

片側

ある

ある

在宅
ネブライザー
療法

1302日

やや改善

やや改善

6

ミニチュア・ダックスフンド
6歳齢, 雄, BW4.50kg

咳
鼻づまり

抗生物質2種
短期ネブライザー療法

2カ月

片側

なし

なし

在宅
ネブライザー
療法

119日

やや改善

不変

7

ミニチュア・ダックスフンド
9歳齢, 雄, BW4.84kg

咳
鼻汁

抗生物質2種
ステロイド

1カ月

片側

ある

なし

在宅
ネブライザー
療法

105日

改善

やや改善

8

ミニチュア・ダックスフンド
5歳齢, 雄, BW5.76kg

咳

抗生物質
アミノフィリン
ステロイド

12カ月

片側

ある

なし

在宅
ネブライザー
療法

482日

改善

改善

9

ミニチュア・ダックスフンド
9歳齢, 雌, BW4.60kg

咳

抗生物質
アミノフィリン

6カ月

片側

ある

なし

在宅
ネブライザー
療法

191日

改善

やや改善

10

パピヨン
12歳齢, 雄, BW7.70kg

逆くしゃみ
咳

抗生物質4種

2カ月

片側

なし

なし

在宅
ネブライザー
療法

259日

改善

改善

AP：誤嚥性肺炎歴、DEN：歯科疾患治療歴、APC：アルゴンプラズマ凝固
10例中9例は中年齢のミニチュア・ダックスフンドであった。在宅ネブライザー療法は飼い主の満足度が高かった

ヒトの慢性鼻腹鼻腔炎治療には点鼻やスプレーより、鼻洗浄

多く、長時間の維持療法が必要となる。状態安定を維持する

やネブライザー療法の方が効果ありというエビデンスがあ

には、全身的な薬剤投与でなく、全身性副作用を最小限にす

る

。

15, 16）

予後
本疾患の臨床徴候は動物や飼い主を悩ませることが多い

る局所療法が望ましい 2）。

症例
2004 年 12 月〜2011 年 7 月までに当院呼吸器科において、

が、生命を脅かすことはほとんどない。したがって、予後良

以下の診断基準によって鼻鏡検査を用い犬の慢性特発性鼻炎

好と考えられる。ただし、治療を中止すれば再発することが

と診断したのは 10 例であった（表 1）
。
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吸気
図2

呼気

症例 9 のビデオ透視所見。吸気に頸部気管径が小さくなる動的頸部気管虚脱がみられた

診断基準
慢性鼻炎症状あり。鼻鏡検査にて鼻甲介構造が保たれ、異
物なし。粘膜組織標本またはブラシ細胞診標本にて腫瘍細
胞、細菌、真菌は検出されず、リンパ球、形質細胞および好
酸球細胞の高度浸潤なし。

症状
日常生活には支障はないが、鼻づまりに関する症状が現れ
るとしばらく息苦しい様子を示した。
共通症状は、鼻閉音（stertor）
、くしゃみ、鼻汁、粘稠鼻
汁の閉塞、痰がからむような単発性咳、逆くしゃみの 6 つで
あった。粘稠性鼻汁の閉塞は特徴的であり、片側の外鼻孔よ

プロフィール

り「スライム状」の鼻汁が毎日のように飛び出て、それを手
で巻き取るように 30cm くらい引き出すと呼吸が楽になる、

10 例中 9 例がミニチュア・ダックスフンドであった。初

と飼い主らは口をそろえたように告げていた。咳は、のどに

診時年齢は平均 6.9 歳齢（4 〜 12 歳齢）で、ミニチュア・ダッ

痰がからまったような、あるいは、何かのどに引っかかった

クスフンドに限定すると平均 6.3 歳齢（4 〜 9 歳齢）と中年

ような咳を苦しそうに 2 〜 3 回繰り返すと終わった。慢性気

齢であった。性別は雄 8 例、雌 2 例と雄が多かった。ほか

管支炎のように一度始まるとしばらく持続するような咳とは

の 1 頭は 12 歳齢のパピヨンであった。

明らかに異なる。逆くしゃみは、急に「フガフガ」言い出し
て苦しそうになる、というのが飼い主からの訴えであり、毎

主訴、症状持続期間および過去の治療

日または 1 日に数回生じた。
次に多くみられた症状は、パンティング（6/10）、吸気努

咳がほとんどの例の主訴に含まれ（8/10）、7 例で第一

力の発作（7/10）であった。パンティングは鼻呼吸障害のた

に咳を訴えた。次に、慢性鼻汁や鼻づまりによる息苦しさ

めの代償性行動であった。吸気努力の発作は、逆くしゃみに

（stertor）が 3 例ずつ、くしゃみ、逆くしゃみ、呼吸困難を

似るが、より吸気時間が長く、しばらく立ち止まって苦しそ

主訴とする場合が 1 例ずつみられた。来院時点での症状継

うな様子を示すものである。外出時などに何度も生じる例が

続期間は平均 6.6 カ月で、0.5 カ月から 24 カ月間経過してい

あった。

た。来院時点で、それまで受けてきた治療は、1 〜 4 種（平

時折みられた症状としては、いびき（4/10）
、舌なめずり

均 1.7 種）の抗生剤（9/10）、ステロイド（3/10）、アミノフィ

（4/10）があった。舌なめずりは慢性鼻汁に伴ってみられた。

リン（3/10）、粘液溶解剤（1/10）、消炎酵素剤（1/10）の投薬、

その他、鼻出血（2/10）
、睡眠呼吸障害（3/10）がみられた。

3 日間ほどの短期的なネブライザー療法（2/10）や歯石除去

とくに夜間、鼻づまりによって寝苦しそうになると飼い主は

（1/10）であった。主訴に咳が多いために気管支炎治療が意

訴えた。

図されていた。臨床経過はどの場合も、はじめは抗生物質投
与に治療反応を示すが、治療を中止すると再発し、抗炎症剤
も症状改善には明らかな効果を示さなかった。
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図 3 症例 8 の後部鼻鏡検査所見。左は鼻咽頭にスコープ挿入時、右は外鼻孔から吸引カテーテル
を挿入して内視鏡下に鼻汁を吸引した後の所見。両側後鼻孔は粘稠鼻汁によって閉塞していた。粘
膜に血管の怒張がみられるが、多発粟粒状隆起病変などの炎症所見はなく平滑であった。この症例
では、逆くしゃみと単発性咳が頻繁にみられた

ａ

⑤ 犬の慢性特発性鼻炎

図 4 症例 10 の前部鼻鏡検査所見。外鼻孔から
鼻洗浄を行っても、左鼻腔尾端部の後鼻孔への
移行部には半透明の粘稠な鼻汁が残り、鼻孔を
閉塞していた

ｂ

ｃ

図 5 症例 8 の前部鼻鏡検査所見。左鼻腔内。左から腹鼻甲介前方、同後方、腹鼻甲介を超え後鼻孔部を示す。後方に進むにつれ、鼻粘膜は発赤し、後
鼻孔部では赤色腫脹し狭窄していた。同時にこの部分で半透明の粘稠鼻汁が残っていた。この狭窄部を外径 2.5mm の気管支鏡を通過させることはでき
なかった

臨床検査所見

1 例で 4.1mg/dL と増加を示した。
動脈血ガス分析：有意な変化を示さなかった。動脈血炭酸

胸部Ｘ線検査：有意な変化はみられなかった。しかし、経

ガス分圧の平均は 32.3mmHg（26 〜 38mmHg）
、動脈血酸

過観察中に誤嚥性肺炎を起こした場合は、限局性肺胞浸潤

素分圧の平均は 88mmHg（78 〜 103mmHg）
、肺胞気動

影がみられた。

脈血酸素分圧較差（AaDo2）の平均は 24.0mmHg（9.2 〜

頭部Ｘ線検査：側面像にて、2 例に前頭洞の不鮮鋭化がみ

31mmHg）であった。

られた。その他の有意な変化はみられなかった。

後部鼻鏡検査：全例で肉眼にて粘膜の炎症性変化はみられ

ビデオ透視検査：動的頸部気管虚脱が 3 例でみられた

なかった。4 例で粘稠鼻汁によって後鼻孔が閉塞していた

（図 2）。

（図 3）
。

血算および CRP 測定：白血球数は平均 13,890/mm3（7,000

前部鼻鏡検査：全例で腹鼻甲介の尾端から後鼻孔までの鼻

〜 18,400/mm ）と増加はみられず、10 例中 9 例で CRP は

腔終末部に、白色から半透明の粘稠鼻汁が蓄積していた

平均 0.17mg/dL（0.1 〜 0.4mg/dL）と正常範囲であった。

（図 4）
。概して腹鼻甲介前半までは粘膜は正常の淡赤色、

3
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ａ

ｂ

ｃ

図 6 鼻腔側の後鼻孔部の粘膜所見。a は鼻甲介粘膜にやや褪色がみられるがほぼ正常を保ち（症例 7）、b は粘膜の凹凸不整（症例 6）、c は発赤とび爛
（症
例 9）
がみられる。犬の慢性特発性鼻炎ではこの鼻腔の終末部にのみ粘膜の異常がみられた。

図 7 図 6a（症例 7）の鼻粘膜病変部の病理組織
所見。上皮層は過形成を示して不規則な増生が
みられるが、異型性はなかった。粘膜上皮下の
間質には、毛細血管が豊富で炎症細胞浸潤を伴
い、線維化がみられる部分もあり、慢性炎症病
変を示した。リンパ球、形質細胞、または好酸
球の高度浸潤は認められなかった

図 8 図 6b（症例 6）の鼻粘膜病変部の病理組織
所見。上皮層は過形成を示して不規則な増生が
みられるが、構成する細胞に異型性はなかっ
た。粘膜上皮下の間質には、鼻軟骨周囲の間質
が拡大してリンパ球などの慢性炎症細胞浸潤が
認められるが、構成する細胞にはいずれも異型
性はなく、リンパ球、形質細胞、または好酸球
の高度浸潤はみられなかった

図 9 図 6 ｃ（症例 9）の鼻粘膜病変部の病理組
織所見。上皮細胞に異型性は認められず、粘膜
層下には毛細血管豊富な線維芽細胞の増生から
なる肉芽組織がみられ、好中球やリンパ球、マ
クロファージなどの炎症細胞浸潤が観察された
が、リンパ球、形質細胞、または好酸球の高度
浸潤は認められなかった

平滑を示すが、この領域に至ると赤色腫脹して後鼻孔が狭

気管支鏡検査：咳を伴っていた 8 症例には下気道疾患と

窄していたり（図 5）、び爛がみられたりした（図 6）
。鼻

の鑑別のために気管支鏡検査を行った。多くの例で、喉頭

腔は左右不対称となっていることもあり、一方は 2.5mm

の発赤を伴い気道内に大きな白色粘液塊が散在していた

の極細径の軟性ファイバースコープが後鼻孔を通過できな

（6/8 例）
（図 10）
。しかし粘液塊に細菌が検出されるこ

いこともあった（図 5）。すべての鼻粘膜生検は、この後

とはなかった（0/6 例）
。犬の慢性特発性鼻炎の気管支肺

鼻孔周囲の異常部位で採取した。病理組織は、上皮層は過

胞洗浄液の解析では、総細胞数平均値は 563 個 /mm3（27

形成を示して不規則な増生がみられ、上皮下の間質では炎

〜 2470 個 /mm3）と正常値の約 3 倍、細胞分画中の好中

症細胞浸潤が軽度から中程度みられた。線維芽細胞を多

球の平均値は 21.3%（1.0 〜 47.3％）で正常値の約 4 倍増

く含んだ肉芽腫性炎症を示したものもあったが、リンパ

加していた。細菌が検出されたのは 8 例中 1 例のみで、

球、形質細胞、または好酸球の高度浸潤はみられなかった

（<1.7 × 103）であっ
それも起炎菌と同定できない少量 17）

（図 7 〜 9）。

た。気管支肺胞洗浄液の細胞診は 8 例中 6 例で慢性活動
性炎症パターンを示した（図 11）
。
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図 10 気管支鏡検査所見。気道内にみられた白色粘液塊。a は気管内（症例 9）、b は気管分岐部直下の右主気管支内（症例 10）、c は右中葉気管支内
（症例
7）
に粘液塊がみられた

これらの治療法に対する治療効果について飼い主とかかりつ
け獣医師に 4 段階（悪化、不変、やや改善、改善）での評価
を依頼した。誤嚥性肺炎対策として、気管支拡張剤の継続内
服を 2 例、在宅酸素療法を 1 例で行った。
APC：電気メスの原理でモノポーラー電極の電流を、加
圧したアルゴンガスの一直線の噴流に乗せアルゴンプラズ
マビームを作成し、非接触的に凝固を行う高周波治療の 1
つである。ヒトの慢性アレルギー性鼻炎で粘膜が肥厚し鼻
閉症状を起こしている場合に適応される。痛みが少なく低
侵襲であることが特徴である。
鼻鏡検査にて鼻粘膜の肥厚が鼻閉の原因と考えられた症
図 11 気管支肺胞洗浄液の細胞診所見（症例 6）。総細胞数 2470/mm
と著しい増加、活性化マクロファージの増加、好中球の著しい増加
（47.25%）
がみられ、慢性活動性炎症パターンがみられた
3

例に対し、硬性鏡シースガイド下に外径 1.5mm の APC 軟
性プローブを用い、腹鼻甲介の腹鼻道側を鼻腔深部から浅
部に向かって焼灼を行った。処置後 5 カ月経過して鼻閉症
状はほぼ緩和した。しかし、処置後 8 週までは違和感のた
めのくしゃみや鼻汁増加がみられ、対症療法が必要とされ

関連性があると考えられる合併疾患

た。調査時の術後 33 カ月での電話問診では、鼻閉症状は
緩和され、安定した睡眠が得られているが、漿液性の鼻汁

誤嚥性肺炎：4 例でみられた。初診前および経過観察中に生

を伴うくしゃみはまだ多く、飼い主の治療効果判定はやや

じた（図 12）
。同一期間中、診断基準を満たさないが鼻鏡検

改善に留まった。獣医師も同様の評価であった。

査で確定できなかったミニチュア・ダックスフンド 4 例を慢

血管収縮剤点鼻：ボスミン外用液 0.1％（第一三共製薬）

性特発性鼻炎疑いと診断しており、そのうち 3 例は誤嚥性

を 1 日 2 〜 3 回 1 滴ずつ両外鼻孔より点鼻した。一般的な

肺炎歴があった。

鼻閉治療である。主訴に咳を伴わず、鼻閉のみであった 1

歯周疾患：2 例でみられた。2 例とも経過観察中に根尖膿

症例に行った。Stertor（鼻閉音）は治療開始 3 カ月で消失

瘍が認められ抜歯を行った。しかし、抜歯後しばらくする

したが、5 カ月目で膿性鼻汁増加などの二次感染徴候が生

と再び慢性鼻炎症状が始まった。慢性特発性鼻炎疑いのあ

じた。エンロフロキサシン（バイトリル錠：バイエル薬品）

る 4 症例のうち 1 例では、5 本抜歯しても結局慢性鼻炎症

5mg/kg PO q24h を 14 日間投与し一時改善した。6 カ月目

状が再開した。

でも同様徴候あり、同じ処方を行った。7 カ月目から現在
の 16 カ月目までは症状は安定している。飼い主の治療効

治療法

果判定はやや改善であった。獣医師も同様の評価であった。
在宅ネブライザー療法：超音波ネブライザーを飼い主に

診断後、飼い主に同意を得て、おもに 3 つの方法で治療

購入してもらい、毎日 2 回自宅でネブライゼーションを

を試みた。鼻腔粘膜に対するアルゴンプラズマ凝固（Argon

行った。1 回の薬剤は、生理食塩液 20mL、ゲンタマイシ

Plasma Coagulation：APC）1 例、血管収縮剤点鼻継続 1 例、

ン 25mg、ビソルボン吸入液 0.2%（日本ベーリンガーイ

在宅ネブライザー治療 6 例であった。また今回の調査時点で

ンゲルハイム）0.5mL、ボスミン外用液 0.1%0.5mL であっ
infoVets No.154 2011.11
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た。粘液の柔軟化、二次感染防止、鼻汁粘液溶解、粘膜腫

図 12 症例 5 の経過観
察中に生じた誤嚥性肺
炎発症時の胸部 X 線所
見。右中肺野の限局性
肺胞浸潤影がみられた

脹防止を目的に、粘稠鼻汁による鼻道閉塞が重度で咳を伴
う 6 症例に行った。処置開始 2 〜 12 カ月（平均 5.6 カ月）
の時点で治療効果判定を行った。飼い主の評価は、改善 3
例、やや改善 3 例で、かかりつけ獣医師の評価は、改善 2
例、やや改善 3 例、不変 1 例であった。飼い主の反応は
概して良く、多くはネブライゼーションの手間は感じない
とのことだった。治療開始して 1 カ月程度で症状が緩和し
始め、2 〜 4 カ月で咳が消失した。ネブライゼーションの
頻度は少なくとも 1 日 1 回、薬剤の内容は症状に応じか
かりつけ医の判断で適宜減量した。

考察
今回、犬の慢性特発性鼻炎について既存文献と当院呼吸器
科の診療経験をまとめてみた。
「リンパ形質細胞性鼻炎」は、
慢性特発性鼻炎のうちリンパ球浸潤が明らかなものとすべき
だが、現在、慢性特発性鼻炎そのものを指すように広義的に
用いられ、「特発性リンパ形質細胞性鼻炎」という言葉すら
出現し 3）、ますます混乱してきた。本稿では、リンパ球浸潤

後鼻孔

が少なくステロイドに反応しないと考えられる慢性鼻炎を取
り上げたので、特発性慢性鼻炎という言葉を用いた。今回

鼻腔

の 10 症例中 9 例がミニチュア・ダックスフンドであった。
発症傾向は、中年齢期に初診となる場合が多く、すでに症状
発現から数カ月から数年経過していた。おそらく本疾患は、

食道

硬口蓋

概して一般状態は保たれ、呼吸困難症状が散発性に生じるた
めと思われる。興味深いのは、飼い主は、鼻閉や鼻汁を主要
な主訴とせず、咳を主要な問題と考えて動物病院に来院する
ことであった。鼻閉や鼻汁は常在化しているので問題と感じ
ず、発作的に生じる苦しそうな咳が目立つためと思われる。

軟口蓋

鼻汁はくしゃみとして排出されなければ、口咽頭に向かって
流れ嚥下される。しかし、増量したり粘稠度が高くなったり
すると、喉頭に触れ咳が生じる。喉頭には irritant receptor
が気道系のなかでもっとも密集し、このような刺激に敏感で
ある。この状態をヒトでは「後鼻漏」と呼び、慢性鼻炎と咳
「のど
の関係を表現している 2）。この咳について飼い主は、
に何かひっかかったような強い咳をするが、2 〜 3 回行うと

扁桃

喉頭蓋

喉頭

気管

図 13 犬の慢性特発性鼻炎の病変部位。鼻腔で鼻汁が産生され、後鼻孔
部で蓄積し粘稠化して鼻道が閉塞すると考えられる。したがって、その
周辺の粘膜に慢性炎症病変が形成される

咳は止む」と訴える。筆者はこれを単発性咳と呼び、気管虚
脱や慢性気管支炎などの中枢気道性の持続性咳とは識別し、

8 例中 4 例に誤嚥性肺炎歴があり、鼻汁の吸引が常在化して

上気道疾患の一徴候として考えている。したがって、単発性

いることが示唆された。

咳がある場合には、根本要因は鼻腔から口咽頭にあるため
に、上気道疾患と考え問診と身体検査を進めていく。

一連の症状は、鼻腔内深部に蓄積した粘稠鼻汁が後鼻孔を
閉塞することによって生じていた（図 13）
。この粘稠鼻汁は

今回、咳を伴った犬の慢性特発性鼻炎 8 例で気管支鏡検査

基本的には無菌性であった。慢性鼻炎では、鼻腔上皮細胞の

を行い、そのうち 6 例で喉頭発赤を伴い気道内に白色粘液塊

線毛の破壊や気道上皮の扁平上皮化成が起こり 19）、粘液線

がみられた。粘液塊は気管や主気管支によく認められ、葉気

毛系が崩壊し鼻汁の蓄積が起こる。蓄積した鼻汁の一部が、

管支に粘液貯留がみられた例もあった。ヒトでは慢性鼻炎患

鼻咽頭に流れれば逆くしゃみが生じるであろうし、閉塞が長

者の鼻腔内洗浄液と気管支肺胞洗浄（BAL）中の細胞組成に

引けば、吸気努力発作が生じると考えられる。また、鼻汁は

有意差がみられず、下気道の状態は上気道の炎症細胞が関連

喉頭への刺激要因ともなり単発性咳を引き起こす。飼い主

。気道内の白色粘液塊

は、これらの症状を問題と考える。蓄積した鼻汁が効率良く

は、蓄積した鼻汁が吸引されたものと考えられた。実際この

外鼻孔から排出される、もしくは、鼻汁の粘性が減少し、口

していると推察される報告がある
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咽頭から円滑に嚥下されるという生理的な鼻汁の流れを維持
できれば、これら症状は消失する。
慢性特発性鼻炎は急速に進行することもなく、悪性疾患で
もないので、対処が遅れがちになるが、無処置で放置してお
くと、二次感染リスクが増大する。今回の症例でもみられた
ように、鼻汁は気管や気管支内に吸引されているために誤嚥
性肺炎のリスクが生じ、発症時には集中治療管理が必要とな
る。誤嚥が繰り返されれば、不可逆的な気管支拡張症に陥り、
慢性発咳に苦しむことになることになる可能性もある。
歯周疾患と慢性鼻炎との関連は一般的に認められてい
る 11）。今回の症例においても確かに抜歯後、一時的に鼻炎
症状は消失する。しかし、数年にわたる慢性鼻炎の長い経過
において抜歯後の症状消失はごく短期間にすぎない。歯周疾
患が慢性鼻炎の増悪因子にはなるものの、単独の慢性鼻炎の
原因とは考えにくい。
APC 焼灼や血管収縮剤点鼻が十分な効果を示さなかったの
は、かならずしも本疾患が鼻腔粘膜の肥厚によるものでない
ことを示すと考えられる。
個人的な経験の範囲ではあるが、咳を伴った犬の慢性特発
性鼻炎の治療は在宅ネブライザー療法が効果的で、継続実施
も可能なようである。ヒトでも同様な目的で、例えば粘稠な
喀痰を柔軟にするために、在宅ネブライザー療法が実施され
ているようだが、いまのところエビデンスはないと評価され
ている 20）ために、この治療効果を客観的に評価するのは難
しい。治療法は有効であるうえに、長期継続が可能で、侵襲
が少なく、経済的でなければいけない。ただし、保湿剤には
精製水ではなく、生理食塩液を用いた方が良い。ヒトの特発
性慢性鼻炎患者では、冷蒸留水吸入で過換気を急性発症する
ことが知られている 21, 22）。ネブライザー療法の薬剤をどれ
だけ減量できるか、頻度をどれだけ減らせるかについてが、
今後の検討課題になる。
慢性特発性鼻炎は原則としてステロイドに反応しない。し
かし、鼻鏡検査での肉眼所見や病理組織検査でリンパ形質細
胞性鼻炎との識別が完全にできない症例もある。そのような
症例は経過観察を十分に行い、対症療法のみで十分な治療効
果が得られない場合は、ステロイド投与を検討すれば良い。
もし、在宅ネブライザー療法を継続実施していれば、薬剤の

⑤ 犬の慢性特発性鼻炎
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なかにデキサメタゾンのようなステロイド薬を加えれば良
い。長期治療となっても、全身投与でないので副作用は少な
い。慢性特発性鼻炎そのものは生命を脅かすものではない
が、関連して生じる誤嚥性肺炎は反復すると気管支拡張症に
陥り重大な問題となるので、やはり早期診断と早期治療開始
は重要であると思われる。

おわりに
いずれにしても慢性鼻炎症状を示した場合、ほかに、異物、
腫瘍、鼻アスペルギルス症、歯周疾患もあることを忘れては
ならない。これらとの鑑別のために鼻鏡検査の早期実施が勧
められる。
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