犬・猫の呼吸器科

第 12 回

上気道閉塞性疾患 ⑦
喉頭麻痺
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

症例編
喉頭麻痺の代表的な経過を示した３つの自験例を示す。

安静時以外は、高音調、小音量の喘鳴を発し呼吸困難を示
した
（図１）
。胸式および呼気努力が認められた。聴診にて、
喉頭で高音調の喘鳴音は最強、咽頭側でわずかに減弱、頸
部気管側に移行すると喘鳴音は減少した。肺音に副雑音は

症例

ミニチュア・ダックスフンド、雄、1 歳 4 カ月齢
来院経緯：1 カ月前に興奮時喘鳴を主訴に近医を受診。心

認められなかった。

CBC および血液化学検査所見、CRP 測定：PCV61.4 ％と
多血傾向があるが、その他、特異的な所見はみられなかっ
た。

不全と暫定診断されたが次第に症状は悪化し、専門病院に

動脈血ガス分析所見：pH 7.40、Pco2 50mmHg、Po2 58mmHg、

て循環器疾患は否定された。そこで当院呼吸器科を紹介受

[HCO3 ] 30.4mmol/L、BE 5.0mmol/L、A-aDo2 34mmHg。低酸

診となった。

素血症を伴った代償された慢性呼吸性アシドーシス。慢性上

主訴：喘鳴、呼吸困難。

気道閉塞による肺胞低換気と考えられた。

−

問診：幼少時より運動不耐、数カ月前より嗄声、最近 1 週

ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：肺野には軽

間はほぼ不眠状態であった。

度のび漫性間質陰影があるが、ほかには異常所見なし

身体検査所見：心拍数 138/ 分、呼吸数 36/ 分。体重 7.30kg。

。ビデオ透視検査にて、吸気時に喉頭が尾側に大
（図 2）

図 1 症例１の初診時喘鳴。高音調で小音量のストライダーを示し起立
不能となった。喉頭麻痺では、このように大きく開口しないで呼吸困難
症状を示すことが多い

吸気

呼気
図 2 症例 1 の頭部胸部Ｘ線所見。肺野の軽度にび漫性間質影みられる
のみであった

図 3 症例 1 のビデオ透視所見。吸気時に喉頭が尾側に大きく移動し
（矢
頭）、口咽頭にガスの異常貯留が認められた（矢印）

No.157 2012. 5

47

犬・猫の呼吸器科

きく移動し、口咽頭にガスの異常貯留あり（図 3）
。

治療および経過：T チューブ設置（開放管理、図 6）： 第 4

鼻鏡検査：鼻咽頭に閉塞病変なし。

病日に実施した。外径 10mm のＴチューブを気切孔に設

喉頭鏡検査所見：吸気時の両側披裂軟骨外転不全あり

置した。換気維持のため栓を使用せず開放とした。チュー

（図 4）。

ブ内吸引を頻回行ったが、乾燥した粘液によりチューブが

診断：特発性喉頭麻痺。

閉塞し管理困難となった。

緊急処置：気管切開チューブを設置し（図 5）
、ただち

左側披裂軟骨側方化術（図 7）＋ T チューブ設置（閉鎖管

に呼吸状態を安定化した。動脈血ガス値は pH 7.45、Pco2

理）
：第 19 病日に左側披裂軟骨側方化術および T チューブ

38mmHg、Po2 72mmHg、A-aDo2 34mmHg と、換気障害

設置を実施した。ステロイド、抗生物質、エピネフリンを

は消失したが、酸素分圧は正常化するまでには至らなかっ

混じたネブライゼーションとチューブ内吸引にて管理し

た。上気道閉塞症状が長期化し、陰圧性肺水腫が生じてい

た。定期的に覚醒下で T チューブ気切孔部を介し、気管支

たものと考えた。

。術後 1 カ月間、声
鏡にて喉頭尾側面を観察した（図 8）

吸気

呼気

図 4-1 症例１の喉頭鏡所見

図 5 症例 1 の気管切開後頭部Ｘ線所見。喉頭をバイパスする処置によ
り呼吸困難が消失した

吸気

呼気

図 4-2 正常犬の喉頭所見
図 4-1、4-2 症例１の喉頭鏡検査所見。吸気時の両側披裂軟骨外転不全
あり。図 4-1 は症例、図 4-2 は正常犬の浅麻酔下喉頭所見。比較すると
吸気時に全く外転がないことがわかる

図 7 症例１に行った左側披裂軟骨側方化術の術中所見。披裂軟骨から
輪状軟骨に牽引糸をかけて固定しているところ

第19病日
図 6 症例 1 のＴチューブ留置管理。第 4 病日に留置し解放管理とし、第
19 病日にはチューブ内の乾燥喀痰により閉塞したので抜去した（左上：Ｔ

チューブ、左下：留置後のＸ線所見、右上：管理中の様子、右下：閉塞
してしまったＴチューブ）
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門浮腫と発赤がみられ、興奮時喘鳴が頻回生じ、T チュー
ブの栓を一時的に抜いて気道を開存させる必要があったが
、喉頭ブラシ検査に基づき抗生物質を変
（17 回 /31 日間）
更すると声門浮腫は軽減し、栓を抜く頻度は次第に減少し
。第 59 病日、気管切開チューブに入れ
た（1 回 /19 日間）
替え、閉塞試験も確認し、第 65 病日にそのチューブを抜
去してみた。ところが、6 時間後に喘鳴による呼吸困難が
再発し、緊急に気管切開チューブを再設置した。第 66 病
第31病日

日に再度 T チューブを設置したが、第 67、69 病日に重度
のパンティングと高体温を伴った上気道閉塞による呼吸困
難が再燃した。声門浮腫も再発していた。両日とも気管内
挿管下呼吸管理を必要とした。離脱後、鎮静剤投与と外部
冷却を行うも 12 日間で 3 回喘鳴があり管理困難となった。
永久気管切開術： 第 80 病日に気管全周の約 1/3、長さは

4 気管軟骨輪を切除し、幅 1.5cm ×長さ 3cm の気管瘻を
。術後管理はネブライゼーションと瘻孔
造設した（図 9）
第24病日

第59病日

図 8 同術後の T チューブから細径気管支ファイバースコープを用いて
喉頭を後方より経過観察した。次第に声帯周囲の発赤、腫脹は消失して
いった

清拭のみできわめて経過良好であった。Paco2 36mmHg、

Pao2 91mmHg と血液ガスは正常化し、第 96 病日退院と
なった ( 図 10)。
自宅では、ネブライゼーション 1 日 2 回、瘻孔洗浄１日

3-4 回、室内湿度維持、乾燥冷気時外出および全身浴を禁
止し、現在、術後４年間経過しているが、在宅治療のみで
良好に推移している。

症例

フラッドコーデッド・レトリーバー、雌、6 歳齢
来院経緯：近医で喉頭麻痺の疑いがあると言われ、呼吸器
科紹介受診となった。
主訴：興奮時喘鳴。
問診：１年前の夏より興奮時の喘鳴が始まり次第に悪化。
最近は５分歩くと喘鳴が始まり座り込んでしまうとのこと。
身体検査所見：体重 29.80kg。体温 38.8℃、心拍数 107/
図 9 症例 1 の第 80 病日、永久気管切開を行った

分。興奮後に高音調かつ小音量の喘鳴を示し起立できなく
。Ｘ線撮影時にも興奮して喘鳴を起こした。
なった
（図 11）

図 10 症例 1 の第 96 病日、呼吸症状は安定し退院となった。頸部には
バンダナを巻いて、気管瘻の乾燥と異物吸入を防いでいる

図 11 症例 2 の初診時、興奮時喘鳴症状。高音調、低音量のストライダ
−を示し起立不能となった
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喉頭にて高音調の気道の狭窄音を聴取した（図 12）
。

し、口咽頭内はガス貯留のため拡張、頸部気管は狭窄し、

CBC および血液化学検査所見、CRP 測定：特異所見なし。

。
披裂軟骨の動きはみられなかった（図 13、14）

CRP 0.25mg/dL。

動脈血ガス分析所見：安静時、pH 7.43、Pco2 32mmHg、

ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：胸部には異常

−
Po2 83mmHg、[HCO3 ] 20.9mmol/L, BE -1.7mmol/L、

なし。頭部ではビデオ透視検査で安静時に異常は観察され

A-aDo2 28mmHg と軽度の A-aDo2 開大のみであった。

なかったが、喘鳴時には吸気時に喉頭が尾側に大きく移動

径マスク通常呼吸下カプノグラム：閉塞性パターンがみら
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図 12 症例 2 の同喘鳴時の喉頭聴診所見。周波数解析で 750Hz に近い高い音が発せられていた

図 13 症例 3 のビデオ透視所見。吸気時。喉頭が尾側に大きく移動し、
口咽頭内ガス貯留のため拡張し、頸部気管は狭窄した

図 14 同、呼気時。喉頭は前方に戻り、口咽頭は縮小し、頸部気管は拡
張した

図 15 症例 2 の径マスク通常呼吸下にカプノグラムを描くと、プラトーが消失し基線から右上がりに上昇し、呼気終末 Pco2 に至る閉塞パターンが持続
してみられた。上気道閉塞に関連する所見と考えられた
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れた（図 15）。

の環境変化で曖気排出が抑制されていた可能性があるとの

心エコー検査：異常なし。

判断により、全身麻酔下にて胃チューブを入れ抜気のみ行

鼻鏡検査：鼻咽頭に閉塞病変なし。

い、食事制限とともに、胃拡張に関しては近医に継続診療

喉頭鏡検査：浅麻酔下にて吸気時に両側披裂軟骨の外転は

を託した。その後、近医にて治療を受け、胃拡張の件は内

みられなかった（図 16）。

科的治療にて順調に回復した。術後、暑い日にも喘鳴は全

診断：後天性特発性喉頭麻痺。

く起こらなくなり、非常に元気になったという。

治療および経過：3 週間後、左側披裂軟骨側方化術を行っ

その後、月 1 回程度嘔吐がみられたが、次第に症状が安

た（図 17）。術後の経過は良好であり、散歩で 20 分以上

定し、術後 2 年 3 カ月経過時点でかかりつけ医からは、一

歩いても喘鳴を起こすことはなかった。術後 6 日目の喉

般状態良好との報告を受けている。

頭鏡検査にて声門の十分な開口がみられ、喉頭の状態も良
好であった（図 18）。2 週間後の退院時に急性胃拡張を起
こし突然嘔吐がみられた。食道造影を行ったが、食道内に
もガスが貯留し、バリウムは食道前部で滞留していた。飼
い主への再聴取によって、本症例は食事や飲水時に空気嚥
下が多く、その後大量の曖気を排出していたという。入院

症例

シェットランド・シープ・ドッグ、未去勢雄、11 歳 7 カ月齢
来院経緯：慢性発咳あり、前医にて抗生物質やステロイドを
投与しても効果ないとのことで呼吸器科紹介受診となった。
主訴：慢性発咳、喘鳴、レッチング。
問診：２カ月前より１日中咳があり。前夜は 1 時間おき
にのどに痰がからむような咳が続き眠れなかった。咳はす
ぐに終わり、数分間以上続くような持続性咳ではない。6
〜 7 年前より吠えた後にレッチング症状あり。4 〜 5 年前
から歩くとすぐにゼーゼーして座り込んでしまうので散歩
に行っていない。いびきは 5 〜 6 歳齢頃より始まったが最

吸気

呼気

図 16 症例 2 の浅麻酔下喉頭鏡所見。吸気時に両側披裂軟骨小角突起の
外転はみられず、声帯ヒダとともに弛緩しやや内転していた

近はなくなった。2、3 カ月前から発声がなくなり、ほと
んど寝てばかりとなった。2、3 日前より食事を用意して
もほとんど反応がなくなった。咳は数回で終わるが、安静
時でも睡眠時にも生じる。鼻汁やくしゃみはみられない。
レッチング症状は、咳の後によく生じるように思う。室内
飼育、同居動物はいないが、よく野良猫数頭と一緒に過ご
している。2005 年以降定期予防なし。チョコレートの大
量摂取と石けんの誤食の既往歴あり。1 年ほど前より膿皮
症、2、3 カ月前より右側慢性外耳炎と四肢の趾間炎がみ
られるようになった。
身体検査所見：体重 12.6kg（BCS 4）
、体温 38.7 ℃、心拍
数 136/ 分、呼吸数 24/ 分。来院時、嗜眠症状を呈しほぼ起

図 17 症例 2 の第 21 病日、片側披裂軟骨側方化術を行った
図 18 症例 2 の術後 6 日目の喉頭
鏡所見。声門の十分な開口が得られ
ていた

図 19 症例 3 の初診時。嗜眠症状を呈しほぼ起立不能
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立不能（図 19）
。安静呼吸では喘鳴音はなかった。カフテス
ト陽性。とくに喉頭触診で咳が誘発された。心雑音なし。
しかし、興奮後や保温後に生じたパンティングで、のどを
ゼーゼー鳴らすストライダーが生じ体温が上昇した。ストラ
イダー時には喉頭部で不規則な高音調の喘鳴音が聴取され
た。猫をみて興奮して鳴いたときには嗄声であった。食事
は勢いよく食べたが、その後に単発性発咳が続いた。膿皮
。
症は体幹の腹面全体に広がり膿臭を呈していた（図 20）

CBC および血液生化学検査、CRP 測定：ALP 574U/L、T-Chol
329mg/dL と上昇。CRP2.95mg/dL で急性炎症所見がみられた。
動脈血ガス分析所見：pH 7.49、Pco2 31mmHg、Po2 91mmHg、

図 20 症例 3 の膿皮症所見。腹側広域にみられた

[HCO3 ] 23.4mmol/L、BE 1.3mmol/L、A-aDo2 22mmHgとほぼ
−

正常。
ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：頭部Ｘ線

lateral 像 に て、 喉 頭 内 外 に マ ス 陰 影 は み ら れ な か っ た
（図 21）。ビデオ透視にて披裂軟骨に動きがなかった。胸
部Ｘ線では、肺野および心陰影に異常は認められなかった。
皮膚落屑物微生物学的検査：Staphylococcus chromogenes
とStreptococcus agalactiae がそれぞれ +1 検出され、とも
に CP と FOM に感受性を示した。

T4 測定：0.6μg/dL ( 基準値：1.1 〜 3.6μg/dl) と低下して
いた。
気管支鏡検査：喉頭内にマス病変はなく、喉頭周囲に白色
粘稠な分泌物が大量に認められた（図 22）。浅麻酔下にて
。
吸気時に両側披裂軟骨の外転はみられなかった（図 23）
喉頭ブラシ標本にて、Staphylococcus intermidius が少数
検出され、MINO、AMK、GM、FOM に感受性を示した。

図 21 症例 3 の頭部Ｘ線所見。喉頭内外にマス陰影はみられなかった

診断：甲状腺機能低下症による後天性喉頭麻痺、喉頭炎。

図 22 症例 3 の喉頭鏡所見。喉頭
内マス病変はみられなかったが、喉
頭周囲に白色粘稠な分泌物が大量に
認められた

治療および経過：第３病日から甲状腺ホルモン置換療法を
開始した。チラージン（あすか製薬）4μg/kg PO q12h
から開始し、１週ごとに増量し、第５週でチラージン

40μg/kg PO q24h の 維 持 量 と し、 継 続 す る 投 与 計 画
を立てた。同時に、喉頭炎と膿皮症に対し FOM250mg

PO q12h も始めた。喉頭炎に対しては、柔軟なフードか
ら次第に固いドライフードに慣らし、膿皮症と外耳炎に対
しては、自宅で１日 1 〜 2 回消毒をするように指示した。
第 13 病日には、咳は残存、活動性はやや改善傾向であっ
たが、レッチングは減少し、膿皮症はほぼ改善していた。
第 27 病日には喉頭麻痺や喉頭炎症状は消失した。咳はほ
ぼ消失、嗄声も改善し、数分間持続して歩行するほど活動
性は改善し（図 24）、椅子に飛び乗ることもできるように
なった。嗜眠症状はみられなかった。

考察
症例１は、若齢のミニチュア・ダックスフンドにみられた
特発性喉頭麻痺の稀な 1 例であり、治療管理に難渋した。
緊急気管切開後にも軽度の低酸素血症を示した。重度の喉頭
麻痺の犬では、鎮静下で喘鳴がない状況でも低酸素血症を
示す 17）。陰圧性肺水腫によるものと考えられ、上気道開存
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図 23 同じく喉頭鏡所見。浅麻酔下にて声帯ひだと両側披裂軟骨小角突
起は弛緩し、吸気時に両側披裂軟骨小角突起の外転はみられなかった
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能を十分確認し、同時にほかの全身性神経筋疾患の有無をよ
く観察することで予後を考慮し、適応すべき手術を決定する
必要がある。食道機能低下は、片側披裂軟骨側方化術後の誤
嚥性肺炎発症と有意に関連するので 3）、永久気管切開術を選
択する基準になりうる。少なくとも、大型犬の喉頭麻痺発症
犬には食事を少しずつ与えたり、曖気を排出しやすい環境で
管理する必要がある。
症例３は、甲状腺機能低下症の一症状として喉頭麻痺が生
じた。本症例のように、嗜眠、膿皮症、高コレステロール血
症などを伴って興奮時ストライダーを示した場合は、手術を
選択する前に甲状腺ホルモンを定量する。甲状腺機能低下が
確定されれば、内科療法で喉頭麻痺を治療できるかもしれな
図 24 症例 3 の第 27 病日。活動性が増し、喉頭炎および喉頭麻痺症状
が消失した

い。もし、喉頭麻痺症状が重度であれば、一時的気管切開術
を実施し、甲状腺ホルモン置換療法で上気道閉塞症状が改善
してから気管切開チューブを抜けばよい。筆者は甲状腺機能
低下症に継発した後天性喉頭麻痺に対し一時的気管切開を実

が安定すれば次第に改善する。症例１でも退院前には血液ガ

施し、内科療法のみで気管切開チューブ抜去が可能であった

ス値は正常化した。T チューブの開放管理は、ただちに分泌

2 例を経験した。明らかな甲状腺機能低下症状を示さない場

物で閉塞し安定した方法ではなかった。左側披裂軟骨側方化

合もあり、小型犬などで喉頭麻痺症状が生じれば、まず甲状

術と T チューブの閉鎖管理は、T チューブを利用して覚醒下

腺機能低下について調べるとよいであろう。外科手術を回避

で喉頭尾側面を観察できたり、喘鳴症状時には栓を開放し、

できる可能性がある。ちなみに筆者の経験したその 2 例は、

ただちに呼吸状態を安定化させたりすることが可能となるた

シー・ズーとフレンチ・ブルドッグであった。

め、比較的容易に管理できた。しかし、T チューブ抜去後上
気道閉塞症状が再燃し、結局、永久気管切開術を必要とした。
両側披裂軟骨側方化術は、誤嚥のリスクが高まる 20）ために
実施しなかった。

おわりに
喉頭麻痺の興奮時喘鳴症状は特徴的である。
「ヒーヒー」

病態としては、発症時期を考慮すると先天性喉頭麻痺と

という非常に高音調で、音量の小さいストライダーを示す。

言えるかもしれない。しかし、これまでの大型犬種の報告

安静時には症状は明らかではないが、嗄声が認められる。ま

では四肢不全麻痺や巨大食道症を伴う laryngeal paralysispolyneuropathy complex（LP-PNC） と し て 生 じ て お

ず、これらの症状からこの疾患を意識的に見出して欲しい。

り

鑑別疾患は、喉頭腫瘍、喉頭虚脱、炎症性喉頭疾患である。

、本症例では喉頭麻痺に限局していた点が異なっ

1, 5, 6, 8, 9, 30）

ていた。また、喉頭麻痺に対する片側披裂軟骨側方化術は、
体重 10kg 以下の犬に実施した場合、10kg 以上の犬に比べ、

相模が丘動物病院

呼吸器科

飼い主の十分な満足が得られなかったと報告されている 23）。
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小型犬ではこの術式の物理的制限を受ける可能性もある。本

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・お問合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。

症例も披裂軟骨が非常に小さく、その取り扱いには細心の注
意を要した。
症例２は、やや若齢だが後天性特発性喉頭麻痺の典型例と
いえる。この症例では、食道および胃拡張が生じた。近年、
後天性特発性喉頭麻痺と食道機能不全との関連が報告されて
いる 3）。固形物よりも液状物の食道通過障害を示す。その食
道機能不全は全身性神経筋疾患の一症状と考えられ、後天性
特発性喉頭麻痺罹患犬の 31% が診断時に全身性神経症状を
呈し、またすべての犬が１年以内に神経筋疾患、運動失調、
筋萎縮、後肢麻痺あるいは前庭障害などの進行性の神経症状
を示したと報告されている 3）。症例２では術後 2 年以上経過
しても未だに神経症状は現れていない。したがって、急性胃
拡張は、大型犬で一般にみられる食後の空気嚥下に伴うもの
と考えられた。喉頭麻痺発症時に食道機能不全との鑑別を行
うことは実際には困難である。術前に、食道造影にて食道機
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