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犬 の病気 と その看護

ビジュアル
ガ イ ド

⑪呼吸器疾患

くしゃみと鼻汁
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くしゃみ、鼻汁とは
鼻腔内異物
（歯石）

くしゃみは、発作的に起きる気道の防御反射

鼻咽頭内異物（ジャーキー )

です。鼻腔内の炎症性滲出物や異物などが刺激
となり、口を閉じた状態で強制的に強い呼気が
外鼻孔から出ます。犬には「逆くしゃみ」とい
う症状もありますが、これは口を閉じて逆に鼻
から強く吸い込み続ける反射で、発作的に起こ

炎症性鼻甲介ポリープ

ります。また、鼻汁とは外鼻孔から排出された

片側性鼻汁（へんそくせいびじゅう）

分泌物であり、鼻腔内の分泌物過剰か、鼻腔か
ら口咽頭への自然な鼻汁の流れに障害が出てい

原因

質細胞性鼻炎に相当するものと考えられます。

くしゃみ
先天的要因（口蓋裂など）や炎症、感染（ウ
イルス、細菌、真菌など）
、機械的および化学
的刺激
（外傷、
異物、
環境中のちりやホコリ、
臭気、

両側性鼻汁（りょうそくせいびじゅう）

歯周病、鼻腔内異物や腫瘍、アスペルギルス症、
クリプトコックス症（まれ）、炎症性鼻甲介ポリープ
（まれ）、
慢性特発性鼻炎（犬）

るときに生じます。
●

鼻咽頭ポリープ

●

症状

くしゃみ
一般には発病初期にのみ生じ、病気の慢性化

感染（ウイルス、細菌、
クラミジア）、
リンパ形質細胞性鼻炎、
環境物質刺激、鼻咽頭内異物および後鼻孔部腫瘍、鼻咽頭
ポリープ
（まれ）、口蓋裂、慢性特発性鼻炎（犬）、アレルギー

ねんえきのうせい

黄白色の粘液膿性と変化し、最終的に不透明、

頭部の隆起状変形は腫瘍を疑います。特に高齢

粘稠、黄緑色の膿性鼻汁となります。また、進

の動物では、上顎歯に歯周病がないかよく観察

行に伴い鼻汁の量も増えてきます。これは、病

します。また、出血の多い鼻汁では、歯周病と

原体を駆除しようと体内の白血球が使われた結

ともに血液凝固系に問題がないか調べます。

ねんちょう

のうせいびじゅう

じょうがく し

４週間以上鼻汁が続く場合は、腫瘍や真菌性

果、膿状成分の増加がみられるためです。

大気汚染物質）などがあります。

に伴って少なくなっていきます。上気道感染症

例えば、慢性特発性鼻炎では、スライム状で

鼻炎の可能性があります。ただ、頭部Ｘ線検査

逆くしゃみ

では、くしゃみがよくみられます。鼻腔内異物

粘稠な黄白色の鼻汁が大量にみられます。犬の

で原因が判明することはほとんどなく、内視鏡

では、くしゃみの後に顔を引っ掻くしぐさをす

アスペルギルス症では、粘液血様の大量の鼻汁、

検査や頭部 CT・MRI 検査が必要です。しかし、

化学的刺激より、鼻汁などの機械的刺激によっ

ることがあります。

外鼻孔の潰瘍、顔面部の痛みの３徴候がみられ

原因が特定されず慢性特発性鼻炎と診断される

て生じているようです。慢性鼻汁、鼻咽頭内の

逆くしゃみ

ます。血液が混じることは、鼻腔内腫瘍など局

こともあります。

び いんとう

鼻咽頭の粘膜刺激によって生じる反射です。
び じゅう

異物や炎症によって生じます。
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鼻汁

苦しそうにフガフガいいながら、首を伸ばし、
じょう き どう

急性の経過をとるものでは、上気道感染症や
鼻腔内異物があります。慢性経過をとるもので
は、ダックスフンドによくみられる特発性の慢
せんがん

へんぺいじょう ひ がん

所的な鼻粘膜障害であったり、激しいくしゃみ

口は閉じ、鼻から息を強く吸い込む動作を 10

の後に生じた粘膜毛細血管からの出血であった

秒ほど続け、多くはその場から動けなくなり、

り、凝固異常や血小板減少症などを示します。

流涙を伴います。症状が終わると、なにもなかっ

食片混じりの鼻汁は、口蓋裂を示唆します。

りゅうるい

たかのように再び元気に動き回ります。

●

診断

●

治療
初期治療は、抗生剤を使用します。原因にか

かわらず、生理食塩液に抗生剤や粘液溶解剤を
混じてネブライゼーション
（噴霧療法）
を行う

性鼻炎、腫瘍（リンパ腫、腺癌、扁平上皮癌、

１歳未満のチワワやパピヨンでよくみられま

骨肉腫）
、真菌性鼻炎（アスペルギルス症、ク

すが、成長に伴い消失していきます。一般的に、

まず、くしゃみや鼻汁の経過・発症状況につ

リプトコックス症）
、口蓋裂、歯周病、リンパ

短頭種
（パグ、フレンチ・ブルドッグなど）
にも

いてよく問診を行います。特に逆くしゃみは、

座に摘出します。また、歯周病による鼻汁があ

形質細胞性鼻炎、細菌性鼻炎などがあり、まれ

よくみられます。

飼い主さまが上手く病状を説明できない場合が

れば抜歯をしましょう。鼻腔内腫瘍は外科手術

に好酸球性鼻炎が原因で起こる場合もありま

鼻汁

多いようです。問診だけではわからないときに

や化学療法、または放射線療法を組み合わせて

一般的に発病初期は、ほぼ透明な（漿液性）

は、動画を撮ってきてもらうと参考になります。

行われることがあります。真菌性鼻炎は、抗真

鼻汁を示し、さらに進行すると半透明の粘液性、

次に、頭部周辺の身体検査を十分に行います。

す。一般にアレルギーといわれているものは、
環境物質刺激、好酸球性鼻炎、およびリンパ形

しょうえきせい

と、一時的に症状を緩和できます。
内視鏡で鼻腔内異物を診断できた場合は、即

菌療法とともに肉芽腫を外科摘出します。
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これだけは押さえよう！

くしゃみと鼻汁
より深く
「くしゃみと鼻汁」
を
理解しよう！
※まずは、鼻汁の様子をよく観察すること
が重要です。
写真 1

両側性漿液性鼻汁（シー・ズー）、
3 カ月齢・メス、リンパ形質細胞性鼻炎

りょうそくせい

へんそくせい

①両側性か、片側性か
菌などの感染、口蓋裂、リンパ形質細胞

性鼻炎、出血性素因を疑います。

怠ってはならない！
看護時の注意点

●

４週間以上続く鼻汁症状は、真菌感染や腫瘍など

動物看護師が鼻汁をみつけたら、どのようなタ

の可能性があります。慢性鼻汁は、放置しておくと

イプの鼻汁であったか、左右どちらの外鼻孔から

鼻腔内の軟骨が溶けて元に戻らなくなってしまうこ

出たかをよく観察し、獣医師に報告してください。

とがあるので
（破壊性鼻炎）
、早期に診断治療を受け

また、特定の吸引刺激物でくしゃみや鼻汁を起こ

てください。

す病歴がないかも確認しておきましょう。

特に犬はヒトと異なり、ふだん鼻出血がみられる

なります。湿度を保って、鼻汁の排泄を促しましょ

大な病気の症状であることをよくお伝えして、きち

炎（アイリッシュ・ウルフハウンド）な

う。また、臭覚が落ちると食欲が極端に低下する

んと検査することをお勧めしましょう。

どが疑われます。片側性の場合は、上顎

ことがあるので注意が必要です。

また、動物のクリプトコックス症やアスペルギル

歯の歯周病、鼻腔内異物（写真２）、鼻腔

動物看護師は、院内感染を予防するために専用

ス症は、妊娠中や免疫抑制剤投与中の人に感染する

内腫瘍（写真３）、真菌感染などが疑われ

の白衣などを着て看護を行い、処置の前後にはよ

可能性があるので注意してください。もし、ほかの

ます。ただし、腫瘍でも後鼻孔部に発生

く手を洗い、消毒するように心がけてください。

動物と接触するようなことがあれば、罹患動物を隔

したものでは両側鼻腔を閉塞することが

特に子犬の鼻汁はジステンパーの症状である場合

離してください。

あり、この場合は両側性鼻汁となります。

があります。感染性が強いので十分な注意と観察

逆くしゃみは苦しそうな症状ですが、それ自体は

が必要です。消毒には、次亜塩素酸か塩化ベンザ

健康を害するものではありません。しかし、毎日頻

ルコニウムの溶液が向いています。

繁に生じているようであれば鼻咽頭内の病気のサイ

②急性か、慢性か

じ あ えん そ さん

急に強く、執拗なくしゃみを伴った鼻汁

鼻汁の色が黄緑色に変化したり、粘稠になって

が生じる場合は、鼻腔内異物の可能性があ

きたときは、病気の進行を示しますので注意して

ります。

観察してください。
膿性鼻汁は、大量の病原体を含みます。看護時

③漿液性か、粘液性か、膿性か
発病初期はほぼ透明な漿液性鼻汁を示し
片側性鼻出血（ミニチュア・ダックスフンド）
、（写真１）
、進行すると半透明の粘液性、黄白
12 歳・オス、鼻腔内腫瘍。
色の粘液膿性と変化し
（写真２）
、最終的に
病側に顔面の変形がみられる

にはグローブやマスクを着けて自らへの感染を防
御するとともに、汚染を拡大させないように、飛
散した鼻汁はただちに十分に清掃してください。
また、動物に付着した鼻汁も清拭してください。

不透明、
粘稠、
黄緑色の膿性鼻汁となります。

鼻汁が固まって皮膚や被毛に付着した場合は、無

慢性特発性鼻炎では、スライム状で粘稠な

理に取らずに、濡らしたガーゼなどを当てがって

黄白色の鼻汁、犬のアスペルギルス症では

ふやかすとスムーズに除去できます。

粘液血様の大量の鼻汁がみられます。
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わかりやすく！
飼い主さまへお伝えすること

どの環境刺激、鼻咽頭内異物、肥厚性鼻

し
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●

ことはありません。したがって、鼻汁や鼻出血も重

じょうがく

写真 3

してください。

鼻汁が出るときは、環境下の湿度管理が重要に

えん

片側粘液性鼻汁（ノーフォーク・テリア）、
3 歳・オス、鼻腔内異物

鼻腔内異物、歯周病、鼻腔内腫瘍（写真 3）、真菌

の可能性がありますので、食事のときによく観察

性鼻炎（写真１）、ホコリやタバコの煙な
ひ こう せい び

写真 2

④出血が混じっていないか

また、固いフードを嫌がる様子があれば歯周病

り かん

ンかもしれませんので、飼い主さんにもお伝えしま
しょう。
どの症状にもいえることですが、飼い主さまには
動物の体と環境を常に清潔に保つことと、症状の細
かな観察を行うことを指導するべきでしょう。

キリトリ

発症時に両側性の場合、ウイルスや細

くしゃみと鼻水の
看護ポイント

