▼咳の原因疾患
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犬 の病気 と その看護
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⑫呼吸器疾患

咳
●

気管虚脱

左房拡大による
腫瘍による
左主気管支の圧迫 右前葉気管支の圧迫

気管支虚脱（左：吸気、右：呼気）

咳とは

咳は、動物にとって重要な肺の防御機構です。
咳は、咽頭から末梢気道までの気道における機
械的または化学的刺激の結果、反射的に生じる
ものです。たとえば、気管支粘膜に炎症や感染

後鼻漏（後鼻孔部の鼻汁と喉頭発赤）

慢性気管支炎（喀痰）

があったり、気管自体が潰れていたり、気管支
内に分泌物が貯留していると咳が生じます。
咳は、
呼吸器疾患があることのサインであり、
それ自体は病気ではありません。その一方で、
咳
をすることによって、喉頭の痛み、胸部痛、体力
消耗、
不眠などの有害反応も生じます。したがっ
て咳の原因疾患を正確につきとめ、それをしっ

気管支内異物

慢性心不全

気管支肺炎

▲気管支肺胞洗浄液中の多量の好中球

かり治療することが最も重要です。病態に応じ

後に強く痰を吐きだすので強い呼気となり、腹

咳症状の観察だけで、ある程度の疾患が絞られ

す。薬を２回変えても感染の徴候が消失しない

て、
楽に咳をさせることも必要となります。

筋が強く緊張するため、背中を丸め、頭を下に

ます。たとえば、飼育開始間もない３カ月齢の

場合は、気管支鏡検査で病原体について調べる

向け、喀出した痰を舐めとるしぐさがみられま

犬が持続性乾咳を示せば「ケンネルコフ」が疑

必要があります。また、ひとつの抗生剤の投与

す（写真２）
。

われます。重喫煙者の飼い主に室内飼育され

期間は２週間を目安にします。

かくしゅつ

●

原因
犬の咳はさまざまな原因で生じますが、よく

ケンネルコフや心肥大による気管支の圧迫な

た、10歳以上の小型犬が持続性痰産生咳を示

気管虚脱は早期から中期であれば、体重減量

みられる原因としては、ケンネルコフ、慢性心

どの中枢気道性疾患では、音が大きく、非常に

せば「慢性気管支炎」や「気管支虚脱」が疑わ

や首輪の使用を止めることで症状は緩和しま

不全、心肥大による気管支の圧迫、気管虚脱、

強い持続性の咳がみられます（写真３）
。

れます。夜間に悪化する痰産生咳の高齢犬で、

す。暑さを避けることも重要です。しかし、完

心雑音があれば「慢性心不全」が疑われます。

全に気管が潰れた状態では、外科療法やステン

き かんきょだつ

気管支虚脱、犬の慢性気管支炎、気管支肺炎が
こう び ろう

気管虚脱では、ガチョウの鳴き声様のグワー
ぜんめい
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あります。慢性鼻炎による後鼻漏も、咳の原因

グワー音が苦しそうに続き、咳とも喘鳴 ( ゼー

また、比較的若齢犬で湿咳があれば「気管支肺

ト留置
（カテーテル治療）
などの積極的な治療が

になります。まれですが、
気管支内に異物があっ

ゼー音 ) とも判別しがたいこともあります。こ

炎」が疑われます。

必要となります。

たり、肺腫瘍が気管支を圧迫したり、胸水があっ

の気管虚脱の症状は、夏の暑い季節に特に悪化

疑われる疾患に応じ、胸部Ｘ線検査、血液検

慢性気管支炎や気管支虚脱は根治できないた

ても咳を生じることがあります。

します。持続時間では、２、３回で終わってし

査、動脈血ガス分析、心臓超音波検査、気管支

め、一貫して、咳をできるだけ緩和させる治療

まう単発性発咳と、数分から数十分続く持続性

鏡検査、気管支肺胞洗浄液の解析を行って確定

を行います。末梢気道に喀痰がすぐに蓄積して

発咳に分けられます。また、興奮時にのみ生じ

診断し、さらに詳しく病気の状態や程度を調べ

しまうので、胸を軽く叩いてあげたり、軽い運

咳の性質は、
「ハホンハホン」という甲高く

る場合と、安静時にも咳が生じる場合がありま

ていきます。

動をさせたりして気道内で痰の流れをつくるよ

大きな音を起こす乾咳
（写真１）
「
、ゴホッゴホッ」

す。さらに夜間になると悪化したり、一日中咳

はつがい

●

症状
からせき

しつせき

という、こもった小さな音の湿咳、および乾咳
たん

が続く場合もあります。

●

治療

が強く続き最後に「カーッ」といって痰を出す

飲水後などに「ゲーゲー」いうギャギング（喉

痰産生咳（写真２）の３つに大きく分けられま

詰まりのような動作）は、症状は似ていますが

その症状を終息させます。ケンネルコフや気管

す。口の中に出た痰はほとんどの場合、すぐに

咳ではありません。

支肺炎などの感染性疾患は、抗生剤投与で治療

たんさんせいせき

えん げ

嚥下されてしまうので口の外には出てきません
（写真２）
。乾咳では通常前を向いたまま咳をす
ることができますが（写真１）
、痰産生咳は最

●

診断
動物の年齢、生活環境および種類の情報と、

咳の治療は、原因疾患に合わせた治療を行い、

こん ち

かくたん

うにし、楽に咳をさせてあげることが重要です。
肥満も肺を圧迫して、痰の流れを悪くするので
減量も有効です。痰産生咳の対症療法には、気
きょたんざい

管支拡張剤や去痰剤を用いたり、ネブライザー
（噴霧）療法も行います。

します。ただし、抗生剤をいくつも変えていく

慢性心不全と診断されれば、循環器の治療を

ことは肺の中で耐性菌をつくることになり、結

行います。肺水腫の場合、ネブライザー療法を

果として治療を困難にしてしまうことがありま

行うと状況が悪化するので行いません。
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これだけは押さえよう！

咳の看護ポイント

咳

はつがい

きは、頸部下に腕を通さず、胸を腕で包むように

④単発性発咳か？ 持続性発咳か？

より深く
「咳」
を
理解しよう！

たん

２、３回咳をして痰を吐きだすようなしぐさを

してください。元気や食欲の喪失を伴うような咳

して終わる単発性発咳は、重大な問題を生じてい

は、生命にかかわる状態である可能性が極めて高

るのではなく、後鼻漏などによる喉頭炎が多いも

いので、入念に観察することを心がけましょう。

のです。持続性発咳は、ケンネルコフや気管虚脱

さらに、舌、口腔粘膜でチアノーゼの有無をチェッ

のように気管に広範に炎症が生じていたり、慢性

クすることは、咳の重症度を把握できるため、看

気管支炎や気管支虚脱の可能性があります。

護上、重要な観察点になると思います。

※咳の性質、契機（きっかけ）、持続時間
写真 1

犬の乾咳。中等度慢性気管支炎の例。
前を向いて咳をしている。音は大きい

怠ってはならない！
看護時の注意点

をよく観察しましょう。
からせき

たんさんせいせき

こう び ろう

き かん きょ だつ

①乾咳か？ 湿咳か？ 痰産生咳か？
こうとう

乾咳は、後鼻漏や気管虚脱などの喉頭
や気管疾患に関連して発生します。湿咳

動物にとって、咳は特に不快なものであり、継
続すればその動物の体力を消耗させます。また、
は しゅ

犬の痰産生咳。重度慢性気管支炎の例。
背を丸め、痰を飲み込んでいる

中枢気道性の強い咳。
心肥大による気管支の圧迫の例。
耳障りな非常に大きな音がする

にある菌や痰を出す重要な肺の防御機構です。です

は慢性気管支炎や気管支虚脱などの末梢

化させることもあります。幼犬で多頭飼育の状態

から、咳の原因となっている病気を正確に診断する

気道疾患が関連します。

では、ケンネルコフなどの伝染性疾患の可能性が

ことが重要であり、その原因がわらないうちは鎮咳
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ちんがい

やく

薬で強制的に咳を止めてはいけません。原因もわら

②興奮時にのみ起きるか？

る動物の看護は、咳に伴う症状をできるだけ緩和

ぬまま咳を止めることは、排出しなければならない

安静時にも起こるか？

し、体力を消耗させないように最大限気を配るこ

病原体や喀痰を肺の中にためこんでしまうことにも

興奮時のみの咳は、気管虚脱や心肥大に

とが重要です。

なりかねず、状況をさらに悪化させる可能性があり

かくたん

よる気管支の圧迫が疑われます。安静時

これまで述べたように咳の原因はさまざまです

にも咳があれば、慢性心不全、慢性気管支

ので、原因によって看護法も変わってきます。た

家庭でも、動物の咳の性質、契機、持続時間につ

炎、気管支虚脱、気管支肺炎が疑われます。

とえば、肺の異常（肺水腫や気管支肺炎）で呼吸

いて、細かく観察していただいてください。飼い主

が速くなっていれば、十分な酸素投与が必要にな

さまにノートなどに記録をとっていただき、診察時

ります。また、気管虚脱や慢性気管支炎、気管支

（通院時）
にお持ちくことがよいと思います。飼い主

一日中咳がみられるか？

虚脱で持続性発咳が止まらずに発熱している場合

さまの言葉や記述による説明では難しい場合もある

夜間や朝方に多い咳は、慢性心不全や慢

は、冷温管理が必要です。ともに、温度と酸素濃

ため、咳の様子をビデオ動画に撮ったり、咳の音を

性気管支炎、気管支虚脱などでみられる痰

度を同時に管理できる ICU 装置があれば理想的で

録音して診察時にお持ちいただくことも、診察上、

ひん ど

産生咳が原因の場合が多いです。一日中み

す。呼吸数と咳の頻度を 1、2 時間ごとに観察し

られる咳は、それら慢性疾患が進行した場

てください。

合や、気管支肺炎が疑われます。
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くまでもそれ自体は病気でありません。咳は気道内

咳は病原体を播種させ、気道内の炎症をさらに悪

③夜間・朝方・寝起きが多いか？

写真 3

咳は、呼吸器疾患があることのサインであり、あ

は気管支肺炎など肺実質疾患、痰産生咳

あるので、犬を隔離する必要があります。咳をす
写真 2

わかりやすく！
飼い主さまへお伝えすること

ます。

必要な場合があると思います。
また、慢性気管支炎や気管支虚脱のように痰産生

けい ぶ

診察時に咳を繰り返す場合、保定は頸部を刺激

咳を示す場合、乾燥した空気は症状を悪化させます。

したり、胸部を強く抱いたりせずに、体全体をや

室内に湿度計を設置し、湿度 40〜50% に維持す

さしく抱えるようにしてください。抱き上げると

るようお伝えするとよいと思います。
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