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   29 日（土）10:30-11:40　〈翠鳳〉

動画で見る異常呼吸の鑑別疾患

Abnormal respirations in dogs and cats on movies

講演の目的
1）呼吸症状を診るポイントを解説する．
2）日常的によくみる呼吸症状の理解をさらに深める．
3）日常的でない呼吸症状を理解しておく．

キーポイント
1）侵襲をかけずに，迅速かつ正確に呼吸症状を解釈する．
2）呼吸症状の背後にある解剖，生理，病理を同時に理解する．

クライアント指導の要点
1）呼吸の様式，呼吸数をよく観察するように指導する．
2）覚醒時だけでなく，睡眠時の呼吸の様子にも注意するよ
う指導する．

要約
　上気道症状，咳，呼吸困難症状を分類し，動画を用いてそ
の機序と鑑別疾患を解説する．

キーワード　呼吸症状　上気道症状　咳　呼吸困難　動画　

はじめに
　呼吸器診療では，呼吸症状を観察し迅速かつ正確に状況を
把握することは最も基本的で重要なことである．今回の講演
では，上気道症状，咳，呼吸困難症状を分類し，動画を用い
その機序と鑑別疾患を解説した．

上気道症状
　観察のみで病状を詳細に知ることができる．日本語では用
語の使われ方に統一性がなく，それが無用な不可解さを生じ
ているように思われる．筆者の意見だが，統一性ある英語表
現をそのまま使用すればよいと考えている．

1）Stertor（スターター）
○定義および特徴：鼻腔狭窄または咽頭閉塞による吸気時の
気道狭窄によって生じる．日本語では統一した訳語がなく，
いびき様呼吸音，鼻閉音，鼻鳴りなどとも言われるが，英語
では stertor の一語で表現される．鼻腔狭窄は高音調，咽頭
閉塞は通常軟部組織による閉塞なので低音調となる．口を閉
じている．犬では横臥にすると Stertor は顕著となる．慢性
経過や重度閉塞で吸気努力を示す．
○鑑別疾患：慢性鼻炎，鼻腔内腫瘍，鼻腔内異物，咽頭腫瘍，
軟口蓋過長，短頭種気道症候群，肥満
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2）いびき（Snore）
○定義および特徴：鼻腔または咽頭気道の閉塞によって睡眠
時に生じる．咽頭閉塞だけの場合，吸気時のみに低調音が聴
取されるが，外鼻孔狭窄や鼻腔狭窄が合併すると呼気時に高
音調の連続音も聞こえる．閉口時に生じる．開口すると経口
的に吸気が流入するのでいびきは消失する．
○鑑別疾患：慢性鼻炎，鼻腔内腫瘍，鼻腔内異物，咽頭腫瘍，
軟口蓋過長，短頭種気道症候群，肥満

3）ストライダー（Stridor）
○定義および特徴：喉頭もしくは喉頭に隣接する口咽頭また
は上部気管の気道狭窄によって生じる．上気道性喘鳴と呼ば
れる．喘鳴と訳されていることがあるが，喘息などの下気道
の閉塞性疾患でも気道狭窄音が生じこれが本来の喘鳴を意味
するので紛らわしい．喉頭が音の発生源である．気道狭窄に
伴い喉頭を通過する空気の速度が増加し音が発生する．通常
は，大きく開口し，吸気時に長く高音調で荒々しい音になる 1）．
これに対し，喉頭麻痺の重症例では，非常に高い音調で音量
の小さな音を示し 4），吸気努力が顕著である．必ずしも開口
しない．
○鑑別疾患：短頭種気道症候群，扁桃腫大，炎症性喉頭疾患，
反転喉頭小嚢，喉頭麻痺，喉頭腫瘍，喉頭虚脱，気管虚脱

4）ギャギング (Gagging)
○定義および特徴：咽頭粘膜の刺激による咽頭反射のひとつ．
呼出時に咽頭の筋が収縮し，「ゲーゲー」いう音を発する 2）．
○鑑別疾患：咽頭炎，喉頭炎，気管炎

5）レッチング (Retching)
○定義および特徴：嘔吐中枢を介して生じる動作で，悪心に
引き続き「オエッー」と吐くような仕草をするが，吐物は生
じない 3）．吐物が生じれば嘔吐になる．空嘔吐ともいう．咽
喉頭から上部気管の持続性の粘膜刺激によって生じる．しば
しばギャギングと同時に生じる．
○鑑別疾患：咽頭炎，喉頭炎，気管炎

6）喉咽頭液の喀出 (Expectoration)
○定義および特徴：ストライダーに引き続き，喉咽頭液に蓄
積した白色不透明粘稠な分泌物（「トロロイモ状」）を喀出す
る 2）．悪心を伴わない 2）．咽喉頭周囲の炎症や閉塞を示唆する．
○鑑別疾患：短頭種気道症候群，咽頭炎，喉頭炎
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7）逆くしゃみ (Reverse sneezing)
○定義および特徴：鼻咽頭外側にあるレセプターを刺激して
発作性に生じる吸気努力．閉口して外鼻孔より強く吸気し続
ける．鼻咽頭粘膜を一定時間刺激し続けるような状態のとき
に生じやすい．
○鑑別疾患：1 歳未満の好発犬種（チワワ，パピヨンなど），
短頭種気道症候群，慢性鼻炎，鼻腔内異物，鼻腔内腫瘍，咽
頭炎

咳
　強力な呼出反射であり，気道内の分泌物や異物などの除去

（クリアランス）としての意味をもち，生体の重要な自己防
御反応である．喉頭から終末細気管支に至る導入気道の粘膜
上皮細胞間にある irritant receptors を刺激して生じる．

1）湿咳 (wet cough)
○定義および特徴：こもった音量の小さな咳．通常，発熱や
一般状態の不良を伴う．
○鑑別疾患：細菌性気管支肺炎

2）単発性乾咳
○定義および特徴： 主に喉頭粘膜を一時的に刺激して生じる
乾咳．通常，5-6 回の乾咳の後，のどに何かからまったよう
な咳をして終わる．繰り返して生じない．
○鑑別疾患：慢性鼻炎（後鼻漏），咽喉頭炎

3）持続性乾咳 (dry cough)
○定義および特徴：気管や主気管支領域の irritant receptor
刺激によって生じる咳．音量が大きく耳障りな咳となる．気
道内の炎症や物理的刺激によって始まり，咳自体の強い内圧
変動や強い気流によって次の咳刺激が生じ，なかなか止まら
ない．数分から数十分続くことがある．興奮時や体動を契機
に始まるが，安静時は生じない．
○鑑別疾患：伝染性気管気管支炎（ケンネルコフ），気管虚脱，
左房拡大による左主気管支の圧迫，リンパ節腫大による主気
管支の管外性圧迫

4）痰産生性咳 (productive cough)
○定義および特徴：連続した乾咳のあとに強く痰を喀出する
ようにして終わる．病状の進行につれ持続時間が延長してい
く．末梢気道の分泌物の過剰貯留を示す．このタイプの咳は
安静時にも生じ，とくに夜間や朝方に悪化する．気管気管支
軟化症に至ると，高調で，呼気時間の長い，のどが切れるよ
うな痛々しい持続性の痰産生性咳が生じる．
○鑑別疾患：慢性心不全，慢性気管支炎，気管気管支軟化症

呼吸困難
　呼吸が苦しいことであり，本来自覚所見である．空気飢餓
感ともいわれ，換気要求の増加がその動物の換気応答能力を
超えているときに生じる．他覚所見として表現するには，安

静呼吸時より呼吸数が増加することから察知する．安静呼吸
では，吸気は能動的な横隔膜収縮，呼気は受動的な肺弾性収
縮力によって行われている．吸気時には補佐的に外肋間筋が
働いている．呼吸困難の程度は，安静時呼吸数増加・体の動
きの減少→鼻翼の外転運動→開口呼吸→肘外転→頭頸部進展
→犬坐姿勢の順で重くなり，代償不能になると起立不能とな
る．

1）パンティング (panting)
○定義および特徴：1 分間で 200-400 回の頻度の浅く速い
呼吸．開口し，舌を大きく出す．放熱のための体温調節のた
めに行われる場合と，暑熱の環境なく過剰な呼吸ドライブが
かかり，かきたてるようにパンティングが起こる場合がある．
筆者は，とくに後者を「持続性パンティング」と呼んでおり
呼吸困難に分類している．肺水腫や肺血栓塞栓症の増悪で生
じる．重度な低酸素血症や肺胞隔壁に存在するＪ receptors
刺激によって過剰な換気応答が生じている．
○鑑別疾患：熱中症，短頭種気道症候群，心原性肺水腫，非
心原性肺水腫，肺血栓塞栓症

2）浅速呼吸（shallow and rapidly breathing）
○定義および特徴：開口しないが，通常より浅く速い呼吸が
持続する状態．肺胞隔壁に存在する J receptors を持続的に
刺激していると考えられる．J receptors は，間質の炎症，
浮腫，肺毛細血管の閉塞などに感応する．具体的な頻呼吸の
数の定義は文献に見当たらないが，筆者は経験的に 40 回 /
分以上から異常と識別できるかもしれないと考えている．
○鑑別疾患：細菌性気管支肺炎，誤嚥性肺炎，間質性肺疾患，
肺血栓塞栓症，肺水腫

3）努力性呼吸 (respiratory effort)
○定義および特徴：安静呼吸ではみられない補助呼吸筋の導
入による過剰な呼吸運動．安静時に持続性にみられれば異常
である．吸気努力，呼気努力，もしくは双方が同時に生じて
いることがある．

i）吸気努力（inspiratory effort）
○定義および特徴：上気道閉塞による．吸気時間が延長し，
吸気時に大きく胸郭全体が拡張する．安静呼吸では第 1-3 肋
骨は前方に動くことはないが，吸気努力ではこれらの肋骨の
動きも動員される．これは斜角筋の牽引作用による．
○鑑別疾患：様々な上気道閉塞疾患．喉頭虚脱，喉頭腫瘍，
咽頭内異物，気管腫瘍，鼻腔内腫瘍，鼻腔内異物など．

ii）呼気努力 (expiratory effort)
○定義および特徴：閉塞性肺疾患による．呼気時に呼気筋で
ある腹筋が通常以上に収縮する．呼気時間は延長する．呼気
時に腹部の筋緊張と後部肋骨の外方移動が生じるため腹横部
の陥凹が生じる．呼気努力がある場合，ある程度の吸気努力
も同時に生じているが，呼気努力の方が強い．触診で腹直筋
の緊張を容易に認めることができる．
○鑑別疾患：慢性気管支炎，肺気腫，末梢気道疾患，短頭種
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気道症候群の代償不全末期

6）奇異呼吸（paradoxical breathing）
○定義および特徴：通常の安静呼吸では胸部と腹部が同調す
る胸腹式呼吸であるが，吸気と呼気で胸部と腹部が相反する
動きを示す．呼吸不全が長期化し，呼吸筋疲労が生じたとき
に生じる．筆者の経験では，呼気努力を示す疾患が慢性経過
をとると末期症状としてこの呼吸様式を示すようになる．
○鑑別疾患：慢性閉塞性肺疾患（慢性気管炎，肺気腫，末梢
気道疾患）

7）フレイルチェスト
○定義および特徴：2 カ所以上の肋骨が連続して骨折して場
合にみられる奇異的呼吸運動である．肋骨骨折部分が吸気に
陥没し呼気に突出する．
○鑑別疾患：肋骨骨折
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