犬・猫の呼吸器科

第 10 回

上気道閉塞性疾患
⑥ 鼻咽頭ポリープ
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

鼻咽頭ポリープとは？

扁桃
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鼻咽頭ポリープとは非腫瘍性の腫瘤であり、猫の耳管あ
るいは中耳に発生し、鼻咽頭あるいは外耳道（耳道ポリー

硬口蓋

プ）、もしくはその両方に向かって大きく進展する。鼻咽頭
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。稀な疾
ポリープは片側あるいは両側性にみられる 1）
患ではあるが、上気道閉塞性疾患の臨床徴候を示す若齢の猫
においては重要な鑑別疾患の 1 つでもある。鼻咽頭部にお
けるポリープの腫大によって鼻呼吸が阻害される。鼻汁が蓄

鼻腔

積して漿液性鼻炎が発症し、二次的な細菌感染を伴う場合も

，

ある。罹患動物は嚥下時に不快感を示す。耳管は通常中耳の
排管としての機能を持つために、耳管やその鼻咽頭の開口部
が閉塞すると、中耳に陰圧がかかり漿液性中耳炎の原因とな
る。細菌感染を起こしている場合もある。猫の鼻咽頭ポリー
プ 23 例で鼓室胞骨切り術時に採取した材料を培養したとこ
ろ、3 頭でのみ細菌が陽性であった 2）。鼓膜を貫通して外耳
道へポリープが拡大すると、耳垢や化膿性あるいは出血性も
しくは両方の混ざった耳漏がみられる 1）。鼻咽頭内ポリープ
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図 1 鼻咽頭ポリープの発生部位（黄色楕円部）。耳管開口部より生じ鼻
咽頭後部を塞ぐ塊病変となる

と炎症性耳道ポリープが別個に同側に生じる場合も報告され
ている 3）。

ウイルス、猫ヘルペスウイルス、マイコプラズマ、クラミジ
アなどの上気道感染症やその存在は、ポリープの炎症性拡大
に関与していないことが証明されている 8, 9）。

疫学
鼻咽頭ポリープを発症する猫のほとんどは若齢である。
猫の鼻咽頭ポリープ 31 例の報告では、罹患した猫の平均年

問診および症状

齢は 13.6 カ月齢（3 カ月齢〜 8 歳齢）であった 2）。炎症性耳

病歴はポリープが鼻咽頭か外耳道内のどちらかに増殖す

道ポリープと鼻咽頭ポリープの両方、あるいはいずれかを持

るかによる。鼻咽頭ポリープを持つ猫は呼吸困難、異常呼吸

つ 73 頭の猫の報告では、罹患猫の平均年齢は 3.8 歳齢（中

音、鼻汁、嚥下障害、体重増加が乏しい、あるいは体重減少

央値は 2.5 歳齢、3 カ月齢〜 15 歳齢）であった 1）。鼻咽頭ポ

といった病歴を示す。重症例では呼吸困難、チアノーゼ、睡

リープを持つ猫の集団とそうでない猫の集団を比較した研究

眠障害、失神を起こすことがある。上気道感染症と診断され

はみられない。罹患猫の品種として短毛種、アビシニアン、

ても治療反応が不良の場合が多い。外耳道内へポリープが進

ペルシャ、ヒマラヤン、シャム、メイン・クーン、レックス

展している猫では、頭を振る、耳を引っ掻く、斜頸、ときに

が報告されている 。明らかな性差はない。猫の鼻咽頭疾患

平衡感覚の異常を示す 10）。罹患動物の多くが来院するまで

53 例中、鼻咽頭ポリープは 15 例（28％）で診断され、リン

の症状継続期間は数カ月から数年にわたっていた 2）。獣医師

パ肉腫の 26 例（49％）に次いで多くみられた 4）。現在、犬

が本疾患を意識しなければ症状継続期間を延長させてしまう

の鼻咽頭ポリープの報告は 7 カ月齢の雌のシャー・ペイの１

ことになる。

1）

例だけである 。

鼻咽頭ポリープの猫ではいびき様呼吸音（stertor）
、大き

5）

ないびき、漿液性から膿性の鼻汁が認められることが多く 2）、
くしゃみは稀である 4, 11）。食欲不振がみられる子猫では、ぼ

原因

んやりしていたり、被毛粗剛が認められる。臨床徴候はポ

若齢の猫での発生がほとんどであることから、先天的な

リープが大きくなるにつれて顕著になり、呼吸や嚥下に重大

病因が考えられる 。以前、猫カリシウイルスの感染が病因

な影響を与える。巨大食道症を合併し、鼻咽頭ポリープ切除

の 1 つの可能性として示唆されたが 7）、現在では、猫カリシ

後に改善した 6 カ月齢の猫の 1 例の報告がある 12）。

6）
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が推奨される。麻酔導入前には 5 〜 10 分間の酸素化を行う

診断

べきである。麻酔は素早く導入し、カフ付きの気管チューブ

上気道閉塞症状を示すすべての猫において鼻咽頭ポリー

を気管内に挿管し、チューブを下顎にしっかり結んで固定す

プを疑うべきである。若齢の猫ではカリシウイルスや猫ヘル

る。麻酔深度が浅いと口腔咽頭部の検査では嘔吐反射が起こ

ペスウイルス感染症でも同様の症状がみられる。鼻腔疾患の

るので、少なくとも中程度の麻酔深度が必要である。全身麻

みの猫ではくしゃみと鼻汁が主徴となるために、stertor やい

酔下では、翼状骨の鈎状突起の対が腹側に突出しているのが

びきを伴う吸気努力を主徴とする鼻咽頭疾患とは鑑別可能で

容易に触知できる。これは鼻咽頭の頭側部における外側縁

ある。子猫や若齢の猫では先天的な奇形（例えば、後鼻孔閉

である。鼻咽頭ポリープはこの部位で軟口蓋を腹側に変位

鎖症、鼻咽頭狭窄）がほかの可能性のある診断としてあげら

させる隆起物として触知されることが多い。軟口蓋を小さ

れる。瘢痕性の鼻咽頭狭窄も全く同様の症状を示す 13）ので

い spay フックか軟口蓋の尾側に通した支持糸で頭側に牽引

鑑別疾患に入れるべきである。急に咳込んだり、ギャギング

すると、ポリープが軟口蓋の背側に認められる。ポリープは

を示す猫では、草やノギなどの鼻腔内異物を考える必要があ

片側あるいは両側の水平耳道へ進展している可能性があるた

る

。高齢の猫では、鼻咽頭の腫瘍性疾患を考慮に入れる。

14）

め、すべての猫で耳鏡検査を行う。

猫の鼻咽頭疾患 53 例では、26 例（49％）がリンパ肉腫、

鼓室胞の十分な評価を行うには、側方向像、腹背像、開

15 例（28％）が鼻咽頭ポリープで、その他は扁平上皮癌、

口正面像を含む頭蓋の X 線撮影が必要である。ポリープを持

腺癌、リンパ形質細胞性鼻炎あるいは咽頭炎、横紋筋肉腫、

つ猫における CT 検査についての報告もある 15）。病変の認め

紡錘体細胞癌、黒色腫であった 。リンパ肉腫の猫の平均年

られる鼓室胞は肥厚しており、鼓室胞内部は液体が貯留して

4）

齢は 10.7 歳齢（5 〜 19 歳齢）で、鼻咽頭ポリープの猫の平

いるか、軟部組織様の X 線濃度を示す。通常、病変が重度な

均年齢は 3 歳齢（4 カ月齢〜 7 歳齢）であった 4）。耳疾患の

ほうがポリープの発生起源であるが、常にそうとは限らな

症状を示す猫では、慢性外耳炎を起こすそのほかの原因（耳

い 2）。両側の中耳にポリープが存在することもある。中耳炎

道腫瘍など）を考えるべきである。

は重度で慢性的であることが多いため、側頭骨岩様部におけ
る X 線上の変化がみられることがある。

病理学的および病理組織学的所見
鼻咽頭ポリープは肉眼的には滑らかで灰色がかったピン

治療：ポリープの切除と腹側鼓室胞骨切り術

ク色の腫瘤として軟口蓋の背側にみられる。小さい猫にかか

全身麻酔下で、できるかぎり細い気管内チューブを下顎

わらず大きい（子猫でも直径 2.5cm に及ぶ）ために驚かされ

に固定し仰臥保定下に開口器で十分口を広げ固定する。ポ

ることが多い。ほとんどの猫では左右両方の中耳内にポリー

リープの本体あるいは根元をつかんで丁寧にゆっくりと牽引

プが存在していることが多い。外耳道においては、ポリープ

してから除去する。ポリープは一塊の有茎の大きな腫瘤とし

は滑らかで赤色からピンク色の腫瘤として水平耳道に認めら

て摘出するべきである。ポリープが小さい場合には、軟口蓋

れる。組織学的には、豊富な血管新生がみられる疎な線維性

を切開しなければ十分に露出できない場合がある。その場

結合組織から構成されており、さまざまな数の粘液腺や杯細

合、尾側端から 5mm 残して部分的に軟口蓋を切開すること

胞を含む線毛円柱上皮あるいは重層扁平上皮の薄い層に囲ま

で、術後嚥下に影響を与えずに速やかに治癒する。切開縁に

れている。リンパ球や形質細胞の粘膜下浸潤がみられる部分

支持糸をかけると外側に牽引してポリープが見えやすくな

もある。

る。ポリープを切除した後、軟口蓋は一層を 5-0 〜 4-0 の吸
収性合成縫合糸で単純結節縫合して閉鎖する。耳道ポリープ

確定診断

は鉗子で保持し、牽引して切除する。
筆者は内視鏡観察下で高周波スネアにて耳道ポリープを

若齢の猫で上気道閉塞性症状を示す場合には、かならず

切除した経験がある。腹側鼓室胞骨切り術を行い、中耳内の

鼻咽頭ポリープの検査を行うべきである。通常の身体検査の

ポリープの付着部位が崩れた後に耳道内ポリープを切除する

際に素早く対処することで、ほとんどの猫で硬口蓋と軟口蓋

ことを好む外科医もいる。猫では耳道のポリープを切除する

の触診が可能である。人差し指を硬口蓋上で後方に滑らせる

場合、十分な視野を確保するために外側耳道切開が必要な場

と、正常な猫では硬口蓋と軟口蓋の境目で指は背側に動く。

合がある 10, 16）。腹側鼓室胞骨切り術はたとえ X 線検査で中耳

鼻咽頭ポリープがあれば軟口蓋が変位しており、指は腹側へ

炎を疑う所見がなかったとしても、ポリープが発症している

動く。

側の鼓室胞で行うべきである。

非協力的な猫の場合は、全身麻酔下での口腔咽頭部の検

手術は猫を仰臥位に保定して行う。被毛は下顎の吻側か

査が推奨される。麻酔をかける前に、全血球計算と血清中の

ら頸の中央部まで刈る。鼓室胞は下顎体と下顎枝の連結部位

猫白血病ウイルスおよび猫免疫不全ウイルスの検査を行う。

の内側に触知できる。下顎体と下顎枝の連結部を中心とし

観察には喉頭鏡を用いる。喉頭や咽頭を触ると迷走神経を刺

て、頸部正中と下顎骨の間を頭側から尾側へ向かって皮膚を

激するため、アトロピンあるいはグリコピロレートの前投与

切開する。広頸筋を切開して下顎の唾液腺を確認する。外側
infoVets No.155 2012. 1
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の顎二腹筋と内側の茎突舌筋と舌骨舌筋の間を唾液腺の内側
まで剥離する。舌骨舌筋の外側に沿ってみられる舌下神経を

予後

確認する。鼓室胞の内側と外側にそれぞれ舌動脈および外頸

鼻咽頭ポリープの猫の予後は良好である。ポリープを牽

動脈が走行している。それらの重要な構造はセンリトラク

引離断と腹側鼓室胞骨切り術の両方を行った猫ではポリー

ターで丁寧に牽引する。舌骨装置は頭蓋骨の尾側および鼓室

プの再発率はかなり低い 2）。鼓室胞骨切り術を行わずポリー

胞外側に付着するように位置しており、軽く触診すると茎状

プのみ切除をした場合、再発率は 25 〜 50％である。通常

舌骨が触知でき、鼓室胞の目印となる。ハンドチャックに付

再発は数カ月〜数年後である 16）。ポリープ切除のみを行っ

けたスタイマンピンで、鼓室胞に穴を開け、それからロン

た猫の鼻咽頭ポリープと炎症性耳道ポリープ 22 例中 13 例

ジュールで穿孔部を広げる。細菌培養と感受性試験のための

（59％）で再発がみられなかった。しかし、鼻咽頭ポリー

サンプルはすぐに採取する。猫の鼓室胞は骨性の中隔で大き

プは、炎症性耳道ポリープより 4 倍再発しやすかった。ポ

い腹内側部と小さい背外側部に分画されている。常に大きい

リープ切除後にステロイド投与を行った症例では 1 例も再

腹内側部を最初にアプローチする。蝸牛窓（正円窓）と交感

発がみられなかった 18）。しかし、中耳内細菌を確認しない

神経が走行している鼓室胞の背内側部に位置する岬角を傷つ

ままステロイドを投与することには問題がある 19）。

けないように、ポリープの組織をすべて除去する。その後中
隔を切除し、背外側の分画からポリープを切除する。中耳を
十分に洗浄し、なかにペンローズドレーンを設置する。細い
吸収糸で筋肉と皮下織を縫合する。ペンローズドレーンは最
初の切皮とは別に皮膚を小切開して出す。

症例 1
■ マンチカン、2 歳 6 カ月齢、雄。
問診：幼少時より上気道閉塞症状あり、上気道感染症とし
て対処されてきたが、反応は限定的であった。次第に持続
性 stertor が悪化し、いびきが大きくなり熟睡できなくなっ

合併症

てきた。近医にて約 2 年前からステロイド（デポ・メド

ホルネル症候群（すなわち、縮瞳、眼瞼下垂、第 3 眼瞼

ロール注射剤：ファイザー）を受けている。当初は 3 カ月

の突出）は術後にもっともよく認められるが 1）、ほとんどの

に 1 回の投与でコントロールできていたが、8 カ月前から

症例で 4 週間以内に消失する 。顔面神経麻痺は稀である

は 1 〜 1.5 カ月に 1 回の注射を行わないと呼吸困難を示す

2）

が、回復する 。内耳炎もときに合併症としてあり、術後に

ようになった。ドライフードを食べるのが難しくなってき

斜頸や眼振、旋回、横転がみられる。内耳炎は鼓室胞の背側

ている。くしゃみやレッチング症状はみられない。鳴くこ

を無理に掻爬しすぎなければ、ほとんどの場合避けることが

とが少ない。別の近医にて頭部 X 線写真を撮影し、鼻咽頭

できる。腹側鼓室胞骨切り術を行った猫の鼻咽頭ポリープや

ポリープが疑われた。室内単頭飼育。定期的に予防検診を

2）

炎症性耳道内ポリープの 17 例中 6 例がすでに術前から聴覚

実施。同種同年齢の同居猫がいるが呼吸症状なし。

を失っており、それらは術後に聴覚が改善することはなかっ

身体検査所見：体重 2.88kg（BCS 3）
、体温 38.7℃、心拍

。また、術前に聴覚を維持していた症例でも、術後に

数 200/ 分、呼吸数 80/ 分。来院時には開口呼吸がみられ

罹患猫の聴覚を改善することもないうえ、聴覚障害が生じる

たが、すぐに ICU 管理（温度 20℃、酸素濃度 30％）を始

。よって、腹側鼓室胞骨切り術は、聴覚

めたところ 30 分ほどで症状は落ち着いた。診察時も持続

た

17）

こともなかった

17）

に関して QOL に変化を生じさせることはない。

性 stertor がみられ胸式吸気努力を示し、興奮すると悪化
した。鼻汁は認められなかった。運動失調や眼振など末梢

術後管理

性前庭障害はみられなかった。耳鏡では外耳炎所見はみら
れなかった。音にも敏感で、聴覚には問題ないように思わ

麻酔から覚醒する前に、ポリープを切除した後に貯留し

れた。カフテスト陰性。聴診にて肺野の呼吸音増強あり、

た血液や粘液を鼻咽頭部から除去して、完全に清浄な状態に

副雑音なし。咽喉頭部で吸気時に 0.2 秒程度の短い低音調

する。咽頭の浮腫や耳管からの排液が正常な鼻呼吸を障害す

（250Hz）の喘鳴音が継続して聴取された。心雑音なし。

るため、抜管後も猫の状態を継続的に観察する必要がある。

CBC および血液生化学検査所見：TP8.8mg/dL、ALB4.1mg/

上気道閉塞症状が重度な場合、術後気管切開を行うか、麻酔

dL と高蛋白血症。

から覚醒するまで開口させて舌を軽く引き出し、口からの呼

動脈血ガス分析所見：pH7.37、Pco2 32mmHg、Po2 99mm

吸を手助けする。手術時に化膿性中耳炎がみつかった場合に

Hg、AaDo2 14mmHg と正常値を示した。

は、培養と感受性試験の結果が出るまでの間、抗生物質によ

ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：頭部 X 線ラテ

る治療を行う。ペンローズドレーンは 2 〜 3 日は残しておく

ラル像にて鼻咽頭腔後方を閉塞する大きな軟部組織濃度の

べきであり、ドレーンや縫合部を引っ掻かないように、猫に

マス陰影あり（図 2）
。吸気時にわずかに軟口蓋との間隙

エリザベスカラーをつける必要がある。抜糸は 7 〜 10 日後

が生じ、呼気時には咽頭腔は閉塞する（図 2、3）。ビデオ

に行う。

透視でも同様の所見があり、鼻咽頭内塊病変はわずかに呼
吸遊動性だがほぼ動かず、吸気時マス病変前に鼻咽頭に虚
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図 2 症例 1 の初診時吸気時頭部Ｘ線所見。鼻咽頭腔後方を閉塞する大
きな軟部組織濃度のマス陰影が認められた（矢印）。吸気時にわずかに軟
口蓋との間隙が生じた（矢頭）

図 3 同じく呼気時頭部 X 線所見（矢印はポリープを示す）。呼気時には
咽頭腔は閉塞した（矢頭）

図 4 症例 1 の左耳道内視鏡所見。水平外耳道深部が
狭窄していた

図 5 同じく右耳道内視鏡所見。右鼓膜部位に異常は
みられなかった。

図 6 症例 1 より摘出された鼻咽頭ポリープ。塊部の直径は 20mm、細
い茎部は長さ 15mm 程度であり、茎部先端は非常に細く、引くと簡単
に切れてしまうほどであった

図 7 症例 1 の鼻咽頭ポリープ摘出後の後部鼻鏡所
見。鼻咽頭内は広く内腔は平滑であり内部にポリープ
残部はみつからなかった
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図 8 症例 1 の鼻咽頭ポリープの病理組織所見。左は弱拡大、右は強拡大像。病理検査にて過形成性ポリープと診断された。粘膜層で覆われた
小血管の豊富な結合組織からなる粘膜組織が隆起するように増生していた。表面を覆う扁平上皮からなる粘膜上皮層は菲薄で異型性はみられな
かった。上皮下には、毛細血管豊富な線維性結合組織の増生からなるやや陳旧化した部分を含む肉芽組織が増生し、リンパ球や形質細胞などの
炎症細胞の浸潤がみられた。上皮層直下には付属腺組織も形成されていたが、構成する細胞にはいずれも異型性はみられなかった

脱はみられなかった。肺野の異常陰影はみられなかった。
暫定診断：鼻咽頭ポリープ。
鑑別疾患：鼻咽頭腫瘍。
治療および経過：第 1 病日に確定診断と呼吸困難緩和の
ため、緊急的に全身麻酔下において鼻咽頭ポリープ切除と
耳道内を内視鏡にて観察した。気管内挿管後、口腔内観察
にて可動性の少ない固い淡いピンク色の塊病変が軟口蓋反
転によって容易に認められた。左側に茎部の存在が疑われ
た。耳道を細径気管支鏡で観察したところ、両側耳道内に
ポリープ様病変はみられなかった。水平外耳道深部が狭窄
していた（図 4）。右鼓膜部位に異常はみられなかった（図
5）。仰臥保定下に鼻咽頭腔への腹側アプローチによって、
軟口蓋の正中の一部を切開し、左側に腫瘤の茎部を確認し
切除した。塊部の直径は 20mm、細い茎部は長さ 15mm
程度であり、茎部先端は非常に細く、引くと簡単に切れる

図 9 症例 1 の第 61 病日の頭部 CT 所見。左鼓室胞の拡大と背内側部
および鼓膜周囲の骨の厚みが増加し、内部は軟部組織陰影で充実してい
た（画像提供：キャミック）

ほどであった（図 6）。ポリープ切除後、細径気管支鏡に
て前部および後部鼻鏡検査を実施したが、鼻咽頭内は広く
内腔は平滑であり内部にポリープの残存部はみつからな

イソフルラン吸入麻酔下、仰臥保定下に左側の腹側鼓室

かった（図 7）。鼻腔内ブラッシング標本に細菌は検出さ

胞骨切り術を行った（図 11）
。鼓室胞内には黄白色の混

れなかった。摘出した塊病変は病理検査にて過形成性ポ

濁液が貯留していた。吸引洗浄後、鼓室胞内のポリープ

リープと診断され（図 8）、鼻咽頭内ポリープと確定診断

状病変をキュレットで慎重に削り取り、細いサクション

した。

チューブで吸引除去も行った。鼓室胞の背内側部の深部

手術翌日には呼吸症状は完全に消失し、食欲旺盛であっ

まで洗浄を行い、8Fr ネラトンカテーテルを鼓室胞からド

た。第 5 病日、経過良好のため退院となった。自宅でも

レーンチューブとして皮膚に留置した。貯留液には細菌

stertor は完全に消失し一般状態は著明に改善した。

に非腫瘍性の増殖性病変であったが、粘膜下の間質には

にて左鼓室胞の拡大と背内側部および鼓膜周囲の骨の厚

リンパ球や形質細胞などのより顕著な炎症細胞浸潤が認

みが増加し、内部は軟部組織陰影で充実していた
（図 9）
。

められた（図 12）
。術後、顔面神経障害やホルネル症候

MRI 検査では、左鼓室胞内に T2 強調画像、造影後の T2 強

群の症状はみられず良好に経過し、術後 4 日目でドレー

調画像で等〜やや低信号、造影剤により背側、辺縁部に

ンは抜去し、術後 6 日目で退院した。術後 15 日目で近医

増強がみられる所見を認め、粘膜肥厚や炎症性産物貯留

にて問題なく抜糸を終えた。今後、再発徴候をフォロー

が疑われた（図 10）。右鼓室胞および外耳道に異常は全

していく予定である。

くみられなかった。これらの所見に基づき、第 75 病日、
56

は検出されず、鼓室胞内病変は鼻咽頭内ポリープと同様

第 61 病日、頭部 CT および MRI 検査を行った。CT 検査
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図 10 症例 1 の頭部 MRI 所見。左鼓室胞内に T2 強調画像、造影後の T2 強調画像で等〜やや低信号、造影剤により背側、辺縁部に増強がみら
れる所見を認め
（右）、粘膜肥厚や炎症性産物貯留が疑われた（画像提供：キャミック）

図 11

症例 1 の第 75 病日、腹側鼓室胞骨切り術の術中所見。左は鼓室胞露出時、右は鼓室胞骨切り後を示す

図 12 症例 1 の鼓室胞内ポリープの病理組織所見。左は弱拡大、右は強拡大像。鼻咽頭内ポリープと同様に非腫瘍性の増殖性病変であったが、
粘膜下の間質にはリンパ球や形質細胞などのより顕著な炎症細胞の浸潤が認められた
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症例 2
■ 雑種猫、４カ月齢、雄。
問診：1.5 カ月齢時に路上で保護した。当時、膿性鼻汁な

Hb 9.2mg/dL）。
ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：頭部 X 線ラテ
ラル像にて鼻咽頭腔後方を閉塞する大きな軟部組織濃度の
マス陰影あり（図 13）
。肺野の異常陰影なし。

ど上気道感染症状があり抗生物質やインターフェロン治療

暫定診断：鼻咽頭ポリープ。

を受け鼻汁は消失したが、stertor 症状は持続した。来院前

治療と経過：体格が非常に小さいので、第 3 病日にまず

夜、非常に大きないびきがあり、突然起き上がり「ブハッ」

確定診断と呼吸困難緩和のため鼻咽頭ポリープ切除のみ

という大きな音をたてて大量の鼻汁を出してから再び睡眠

行った。症例 1 と同様に、全身麻酔下に軟口蓋反転によっ

に就くことを繰り返し、苦しそうだった。最近数日間食欲

て可動性あるポリープを確認し、鼻咽頭への腹側アプロー

も低下してきた。猫免疫不全ウイルス抗原陽性、猫白血病

チによって、ポリープの茎部は両側とも耳管開口部より細

ウイルス抗体陰性。12 歳齢の同居猫が 1 頭いるが、呼吸

長く生じていることが判明し、切除した。ポリープは塊状

器症状はみられない。3 種混合ワクチン接種済み。

部が 11mm× 6.2mm、14mm× 6.3mm と、体格に比し大

身体検査所見：体重 1.64kg。発育不良であった。持続性

きく（図 14）
、病理検査にて炎症性ポリープと診断された

stertor と吸気努力がみられたが、鼻汁、斜頸、眼振、歩様

（図 15）
。手術翌日より、stertor と吸気努力が完全に消失し、

異常などの運動失調、外耳炎所見はみられなかった。咽喉

熟睡可能となり、一般状態は著明に改善した。2 カ月後の

頭の聴診の際に吸気時に短い高音調の狭窄音が聴取された。

成長を待って頭部 MRI および CT 検査を行い、両側鼓室胞骨

CBC および血液生化学検査所見：貧血傾向（PCV 28.6%、

切り術および外耳道への進展確認と処置を行う予定である。

図 14 症例 2 の第 3 病日に摘出した鼻咽頭ポリープ。耳管開口部に茎
部を有し、両側に認められた。塊状部が 11mm × 6.2mm、14mm ×
6.3mm と、体格に比し大きいものだった
図 13 症例 2 の初診時吸気時頭部 X 線所見。鼻咽頭腔後方を閉塞する
大きな軟部組織濃度のマス陰影がみられた（矢印）

図 15 症例 2 の鼻咽頭ポリープの病理組織所見。左は弱拡大、右は強拡大像。非腫瘍性の増殖性病変であり、炎症性ポリープと診断された。
組織表層を覆う円柱上皮は、核は均一で異型性には乏しく、大部分は重層化して扁平上皮化生を示したが、粘膜層直下に付属腺組織が残存する
部分もみられた。上皮層は一部で糜爛を呈し、粘膜上皮下の間質には浮腫状の炎症性肉芽組織が形成され、好中球、リンパ球などの炎症細胞の
浸潤がび漫性に認められた。構成する細胞に異型性はなかった
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考察
症例 1、2 とも幼少期に上気道感染症の治療を受け、鼻汁
症状は改善したが、stertor 症状は継続し呼吸困難が進行して
いった。その治療期間は、症例 1 では 2 年間、症例 2 では 1.5
カ月間にわたった。若齢期の猫で上気道感染症の治療反応が
不良の場合、鼻咽頭ポリープをまず疑う。鑑別疾患には鼻腔
内異物と鼻咽頭狭窄がある。前者は、くしゃみや鼻汁が持続
するので鑑別が可能である。後者は鼻咽頭ポリープと全く症
状が同じで、くしゃみや鼻汁がほとんどなく持続性 stertor
を示す。しかし、猫でよくみられる瘢痕性の鼻咽頭狭窄は 4
歳齢以降の中年齢で受診することが多く、頭部 X 線検査で鼻
咽頭ポリープと容易に鑑別ができる。10 歳齢以上の高齢期
に持続性 stertor 症状が始まれば、まず鼻腔内腫瘍を疑う。
発見が遅れ、高齢になって発見された鼻咽頭ポリープや鼻咽
頭狭窄もあることから、頭部 X 線検査や鼻鏡検査での鑑別は
やはり必要である。
いずれにしても、呼吸症状を正確に観察し、鑑別疾患を
考慮したうえで頭部Ｘ線画像検査を行えば診断は絞られる。
鼻咽頭ポリープの発生起源は鼓室胞や耳管粘膜と考えら
れており、耳管開口部に非常に細い茎部がある。したがって、
メスや鋏で鋭性に茎部を切断するより、その茎部を直接確認
してしっかり把持しゆっくり牽引離断した方がポリープをで
きるだけ残さず深部まで除去できる。再発防止や中耳炎治療
のため病側の腹側鼓室胞骨切り術も実施することが一般に推
奨されており、聴覚に対する影響も考慮する必要がない。両
側性にポリープが発生することが多いとされているので、症
例 1 のように鼻咽頭では片側にしかポリープが認められな
かった場合、頭部 CT や MRI で両側の鼓室胞の内部状況を確

⑥ 鼻咽頭ポリープ

参考文献：
1）Holt D.E.: Nasopharyngeal Polyps. In: King LG, ed. Textbook of
Respiratory Diseases in Dog and Cat, SAUNDERS, 328-332, 2004.
2）Kapatkin A.S., Matthiesen D.T., Noone K.E., et al.: Results of surgery
and long-term follow-up in 31 cats with nasopharyngeal polyps, J
Am Anim Hosp Assoc, 26: 387, 1990.
3）MacPhail C.M., Innocenti C.M., Kudnig S.T., et al.: Atypical
manifestations of feline inflammatory polyps in three cats, J Feline
Med Surg, 9: 219-225, 2007.
4）Allen H.S., Broussard J., Noone K. :Nasopharyngeal diseases in cats: a
retrospective study of 53 cases (1991-1998), J Am Anim Hosp Assoc,
35: 457-461, 1999.
5）Fingland R.B., Gratzek A., Vorhies M.W., et al.: Nasopharyngeal polyp
in a dog, J Am Anim Hosp Assoc, 29: 311, 1993.
6）Baker G.: Nasopharyngeal polyps in cats, Vet Rec, 111: 43, 1982.
7）Parker N.R., Binnington A.G.: Nasopharyngeal polyps in cats: Three
case reports and a review of the literature, J Am Anim Hosp Assoc,
21: 473, 1985.
8）Veir J.K., Lappin M.R., Foley J.E., et al.: Feline inflammatory polyps:
historical, clinical, and PCR findings for feline calici virus and feline
herpes virus-1 in 28 cases, J Feline Med Surg, 4: 195-199, 2002.
9）Klose T.C., MacPhail C.M., Schultheiss P.C., et al.: Prevalence of select
infectious agents in inflammatory aural and nasopharyngeal polyps
from client-owned cats, J Feline Med Surg, 12: 769-774, 2010.
10）城下幸仁 : 耳道内ポリープ摘出により改善した猫の中内耳炎の 1 例 , 獣
医麻酔外科学雑誌 , 32: 145-146, 2001.
11）Bedford P..G, Coulson A., Sharp N.J., et al.: Nasopharyngeal polyps in
the cat, Vet Rec, 109: 551-553, 1981.
12）Byron J.K., Shadwick S.R., Bennett A.R. : Megaesophagus in a 6-monthold cat secondary to a nasopharyngeal polyp, J Feline Med
Surg,12:322-324, 2010.
13）城下幸仁 : 犬・猫の呼吸器科第 7 回上気道閉塞性疾患③鼻咽頭狭窄 ,
InfoVets, アニマル・メディア社 , 14: 56-61, 2011.
14）Riley P. :Nasopharyngeal grass foreign body in eight cats, J Am vet
Med Assoc, 202: 299, 1993.
15）Seitz S.E., Losonsky J.M., Marretta S.M. :Computed tomographic
appearance of inflammatory polyps in three cats, Veterinary
Radiology & Ultrasound, 37: 99 -104, 1996.
16）Harvey C.E., Goldschmidt M.H.: Inflammatory polypoid growths in the
ear canal of cats, J Small Anim Pract, 19: 669, 1978.
17）Anders B.B., Hoelzler M.G., Scavelli T.D., et al.: Analysis of auditory
and neurologic effects associated with ventral bulla osteotomy for
removal of inflammatory polyps or nasopharyngeal masses in cats, J
Am Vet Med Assoc, 233 : 580 - 585, 2008.
18）Anderson D..M, Robinson R.K., White R.A.: Management of
inflammatory polyps in 37 cats, Vet Rec, 147 : 684 - 687, 2000.
19）Muilenburg R.K., Fry T.R.: Feline nasopharyngeal polyps, Vet Clin North
Am Small Anim Pract, 32 : 839 - 849, 2002.

認しておくのがよいだろう。断層像でも病変が認められなけ
れば、病側のみ腹側鼓室胞骨切り術を行えばよい。

おわりに
鼻咽頭ポリープは適切な処置を施せば予後良好の疾患で
ある。若齢猫発症などの病歴、いびきや持続性 stertor 症状、
頭部Ｘ線画像で暫定診断は容易であるため、疑われれば積極
的に早期診断してほしい。
相模が丘動物病院 呼吸器科
当院は呼吸器科のみの専門診療を行っています。短頭犬種の
外科症例、鼻鏡や気管支鏡による診断や治療が必要な症例、そ
の他の呼吸器疾患でお困りの症例の紹介を予約にて診療を受け
付けています。また、遠隔診療サービスも実施していますので、
当院ホームページの予約・お問い合わせボタンよりメール、も
しくは 046-256-4351 までお電話ください。
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