犬・猫の呼吸器科

第 14 回

上気道閉塞性疾患 ⑨
喉頭虚脱
城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

前回（本誌 158 号）は、喉頭虚脱の病態から診断・治療につ

喉頭小嚢切除術を行った 11 歳齢のパグは脾臓摘出術時に発見

いて解説した。今回は、具体的な症例とともに、その対応につ

されたが、一時的気管切開術のみで 2 日後気管切開チューブを

いて考察したい。

抜管して事故は生じなかった。残りの 5 〜 9 歳齢の症例は永久
気管切開術を行った。LPLC は、チワワ 2 例、ヨークシャ̶・
テリア 2 例、狆 1 例でみられ、年齢分布は、若齢期（3 歳齢、

喉頭虚脱自験例

4 歳齢）と中高齢期（8 歳齢、13 歳齢、17 歳齢）の 2 峰性を

当院呼吸器科で 2008 〜 2011 年の 3 年間に内視鏡にて重度喉

示した。重度の呼吸困難を示す場合が多く、1 例は飼い主が外

頭虚脱と確定診断した 10 例の概要と転帰を表 1 に示した。短

科処置を強く拒んだため無処置として退院したが、5 日後に窒

頭種気道症候群（BAS）に続発する喉頭虚脱ステージ 2 および

息死し、その他の 4 例では永久気管切開術が実施された。ヨー

3（Laryngeal Collapse Stage 2 or 3、LC-S2 or 3）
、そして喉頭

クシャ̶・テリアでは高齢期に生じ、犬種特異的に気管軟化傾

麻痺と喉頭虚脱同時発症タイプ（Combined Laryngeal Paralysis

向があるため、永久気管切開術の管理に難渋した。症例 5 の

and Laryngeal Collapse、LPLC）が対象となった。LC-S2 また

13 歳齢のヨークシャ̶・テリアでは、術後瘻孔周囲の気管が

は LC-S3 は、フレンチ・ブルドッグ 3 例、パグ 2 例でみられ、

虚脱し、気道確保のためチューブ挿管が必要となり、術後管理

発症時年齢平均は 6. 8 歳齢（1 〜 11 歳齢）であった。症例 9 の

が長期化したため、チューブ閉塞により窒息が生じた。症例

1 歳齢の症例のみが永久気管切開術を行わず、上気道外科手術

10 の 17 歳齢のヨークシャ̶・テリアでは永久気管切開術時に

単独で上気道閉塞症状を緩和できた。7 歳齢時に軟口蓋切除と

気管支鏡検査で気管虚脱 Grade Ⅱを確認し、作成した瘻孔前後

表１

重度喉頭虚脱と確定診断した 10 例
（2008 〜 2011）

犬種

No

性別

年齢

体重

診断＊

症状

治療

転帰

1

チワワ

雌

８歳齢

1.6kg

LPLC

吸気努力、嗄声、
ストライダー

無処置

５日後に窒息死

2

狆

雌

４歳齢

2.3kg

LPLC

失神、ストライダー、
睡眠時無呼吸

永久気管切開術

1,333日間（生存中）、
経過良好

3

フレンチ・ブルドッグ

雌

８歳齢

4.9kg

LC-S3

ストライダー、嗄声

永久気管切開術

1,256日間（生存中）、
経過良好

4

パグ

雌

９歳齢

10kg

LC-S2

吸気努力

永久気管切開術

1,230日間（生存中）、
経過良好

5

ヨークシャー・テリア

雌

13歳齢

1.8kg

LPLC

吸気努力

永久気管切開術

6

パグ

雌

11歳齢

8.5kg

LC-S2

ストライダー

一時的気管切開術**

812日間（生存中）、
経過良好

7

チワワ

雄

３歳齢

1.7kg

LPLC

重度ストライダー、
吸気努力、運動失調

永久気管切開術

595日間（生存中）、
経過良好

8

フレンチ・ブルドッグ

雄

５歳齢

10kg

LC-S3

重度ストライダー

永久気管切開術

528日間（生存中）、
経過良好

9

フレンチ・ブルドッグ

雄

１歳齢

10kg

LC-S3

Stertor、ストライダー

上気道整復術***

413日間（生存中）、
経過良好

10

ヨークシャー・テリア

雄

17歳齢

2.7kg

LPLC

重度ストライダー、
吸気努力

永久気管切開術

250日間（生存中）、
経過良好

９日後に気切チュー
ブ閉塞による窒息死
（気管虚脱合併）

* LPLC：喉頭麻痺と喉頭麻痺同時発症タイプ、LC-S2、LP-S3 : 短頭種気道症候群に続発する喉頭虚脱ステージ２およびステージ３
* * 4 年前に軟口蓋切除術と喉頭小嚢切除術を実施
* * * 外鼻孔狭窄整復術、腹鼻道バルーン拡張術、喉頭小嚢切除術、一時的気管切開術を行った
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にシリコン・チューブで気管外部から管外固定し虚脱を予防し

秒程度、750Hz 以下）
、呼気にやや短く弱い高調音（0. 8 秒程

た。その後、瘻孔周囲の気管虚脱は発症せずに良好に経過して

度、250Hz 程度）を示した（図 2）
。診察中、開口するが明

いる。その他の LPLC の 3 症例についても永久気管切開術を適

らかなストライダーを示すことはなかった。

用し、現在まで経過良好である。

CBC および血液生化学検査、CRP 測定：異常なし。

4 歳齢未満の若齢犬の短頭種で生じた喉頭虚脱ならば軟口蓋

動脈血ガス分析所見：低酸素（Pao2 72mmHg）
、高炭酸ガス

切除術などの上気道外科手術で、呼吸症状を緩和できる可能性

（Paco2 47mmHg）
、AaDo2 ほぼ正常（22mmHg）と肺胞低

があるが、症例 9 のように術後気管切開チューブによる一時的

換気所見を示し、肺機能は正常を保つが上気道閉塞と考えら

な管理は必要であり、緊密な監視は欠かせなかった。気管虚脱

れた。

を合併した症例を除けば、永久気管切開術の術後長期経過はき

ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：頭部にて、吸

わめて良好であった。

気時に咽頭閉塞し（図 3）
、呼気時に咽頭拡大する所見あり
（図 4）
、呼気時には高音調の呼吸音が発せられた。軟口蓋
過長・過乗は中程度であり、呼吸相間のこの動きは、鼻道抵

症例

抗増大が示唆された。胸部では肺野に淡いび漫性間質影がみ
られた（図 5）
。

表 1 のなかの代表的な 2 つの症例を示す。

■ 症例 9

暫定診断：短頭種気道症候群。外鼻孔狭窄と軟口蓋過長が主

フレンチ・ブルドッグ、雄、1 歳 5 カ月齢

要因と考えられるが、鼻道狭窄が比較的強く、また肺機能正

◦来院経緯：1 カ月前より散歩時ストライダーと運動不耐が悪
化し、呼吸器科紹介受診となった。
図 1 初診時の呼
吸困難所見。
Stertor、吸気努力、
外鼻孔狭窄、粘漿
性鼻汁、猪首が認
められた

主訴：興奮時ストライダー、運動不耐。
問診：1 カ月前より散歩時に「ヒーヒー」というような笛の鳴
るような音が出て、ゆっくり歩くようになってきた。幼小時よ
り活動的ではなく、食事に時間がかかり、喉咽頭液の喀出が頻
繁にみられていた。いびきは小さく、近寄って少し聞こえる程
度で、咳はみられなかった。室内飼育、定期予防実施。
身体検査所見：体重 10. 25kg（BCS 4）
、体温 38. 2℃、心拍数
120/ 分、呼吸数 24/ 分。診察時常に stertor あり。吸気努力が
みられ、診察台上ではほとんど動かず、粘漿性鼻汁、外鼻孔
狭窄、猪首が認められた（図 1）
。聴診では、肺野にて正常
呼吸音は上気道性狭窄音にて識別できず、咽喉頭では吸気時
に低調音を主体とするが高調音を含む強い気道狭窄音（1. 2
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初診時咽喉頭聴診所見。吸気時に比較的高音調の強い気道狭窄音が認められた
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常で 1 歳齢という若齢のわりにはストライダーや運動不耐徴

鼻鏡検査：前部鼻鏡検査にて、左右とも副鼻甲介部から後

候が強く、鼻甲介形成異常、鼻咽頭ポリープ、後鼻孔閉鎖、

鼻孔まで浮腫のためにほぼ鼻道は閉塞し、外径 2. 5mm のス

反転喉頭小嚢、喉頭虚脱などの鑑別を要する。飼い主には、

コープの通過は不可能であった。肉眼的に粘膜に隆起病変や

気管支鏡検査にて喉頭虚脱と判明し、そのまま永久気管切開

異物は観察されなかった。後部鼻鏡検査にて後鼻孔閉鎖はな

が必要になる可能性もあること、さらに上気道整復術を行う

く、鼻咽頭内に閉塞病変は認められなかった。鼻腔粘膜の肥

にしても外鼻孔から喉頭まで広く行い、一時的気管切開も必

厚がみられたが（図 6）
、外鼻孔より鼻咽頭内に 8Fr カテーテ

要となることを説明した。

ルは通過可能であった（図 7）
。鼻甲介が鼻咽頭に突出する

飼い主の希望により、ボスミン点鼻にて鼻腔粘膜浮腫改善

形成異常はみられなかった。

を図り、経過観察を行った。しかし症状に改善傾向がみられ

気管支鏡検査：喉頭は著しく浮腫を呈し、反転喉頭小嚢を伴

ず、第 112 病日、内視鏡検査および外科手術を実施すること

い、両側の披裂軟骨楔状突起は呼吸相間に変化はなく、常に

となった。

内反接着していた（図 8）
。左主気管支の虚脱は認められな

図 3 初診時頭部
Ｘ線所見。
吸気時に咽頭気道
の閉塞が認められ
た

図 4 初診時頭部
Ｘ線所見。
呼気時に咽頭気道
の拡張が認められ
た

図 5 初診時胸部
Ｘ線所見。
後肺野に淡いび漫
性間質影が認めら
れた

図 6 第 112 病日
の後部鼻鏡所見。
鼻粘膜の肥厚が観
察された

図 7 第 112 病日
の後部鼻鏡所見。
鼻道狭窄が認めら
れたが 8Fr カテー
テルは通過可能で
あった

図 8 第 112 病日
の気管支鏡検査時
の喉頭所見。
反転喉頭小嚢を伴
い両側披裂軟骨楔
状突起の内反接着
が認められた
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図 9 第 112 病 日
の気管支鏡検査時
の気管分岐部所見。
左主気管支の虚脱
は認められなかっ
た

図10 第112病 日
の術中所見。
副鼻道バルーン拡
張術を実施した

図11 第135病日
の頭部Ｘ線所見。
吸気時

図12 第135病 日
の頭部Ｘ線所見。
呼気時。咽頭拡張
所見は消失した。
鼻道抵抗が減少し
たと考えられた

かった（図 9）。

た。第 135 病日の再診時の頭部Ｘ線検査にて呼気時咽頭拡張

診断：喉頭虚脱ステージ 3（LC-S3）。

所見が消失した（図 11、12）。現在、術後 413 日を経過した

治療および経過：喉頭の浮腫が著しく、喉頭虚脱が形成され

が、在宅でとくに問題なく経過している。

た経過はまだ短いと考えられた。予定していた上気道拡張術
をすべて行い、術後気管切開チューブ設置にて経過をみるこ

ヨークシャ̶・テリア、雌、17 歳齢

とにした。手術は、外鼻孔狭窄整復術、腹鼻道バルーン拡張

来院経過：5 日前より夜間にストライダーが著明となり、呼

術（図 10）、軟口蓋切除術、喉頭小嚢切除術を行った。術後

吸困難となった。近医受診にて呼吸困難症状が改善しないた

7 日目に閉塞試験にて上気道閉塞症状はみられず安定してき

めに当院呼吸器科受診を希望した。飼い主から送信された症

たことから、気切チューブを抜去した。その後も、次第に酸

状動画所見より閉塞性喉頭疾患が疑われたことから、緊急気

素、低温管理の ICU から少しずつ離脱させ、術後 9 日目の第

管切開が必要と判断し、救急診療となった。

121 病日には、血液ガス分析にて低酸素血症および高炭酸ガ

主訴：持続性ストライダー。

ス血症の改善傾向がみられた（Pao2 72 → 77mmHg、Paco2

問診：数年前より嗄声やレッチング症状あり、1 週間前より

47 → 43mmHg）。room air 管理でも、活動性も術前に比べき

声が出なくなった。今回は単発性咳を伴って、ストライダー

わめて改善し、長時間遊び回っても苦しそうな上気道閉塞症

が急に悪化してきた。在宅酸素療法を開始したが、呼吸困難

状が生じなくなった。退院数日前から、室温を 28℃、room

のため苦しそうに落ち着かず動き回っている。

air 管理にしたが、状態に変化なく、年齢に応じた快活性が

身体検査所見：体重 2. 70kg、呼吸数 28/ 分。吸気時に高音調

みられるようになった。食事はドライフードをふやかしたも

の喘鳴音を伴い、著明な胸式吸気努力呼吸（図 13）。呼気努

のを一気に完食できるようになった。入院中は、上気道の浮

力は認められなかった。聴診にて正常呼吸音は上気道性狭窄

腫や炎症対策のため、1 日 2 回、生食 20mL ＋ゲンタマイシ

音が聴取され識別不能、副雑音なし、気管から喉頭に移動す

ン 0. 5mL ＋ボスミン 0. 5mL のネブライゼーションを行った。

るごとに高音調な狭窄音が強くなっていった。診察室で単発

術後 14 日目の第 126 病日に退院となった。

性の乾咳が頻回みられた。酸素室内でときどき失神しそうに

飼い主には、いままでと同様に興奮や暑さを避けるように
説明し、在宅ネブライゼーションを継続するように指示し
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■ 症例 10

http : //www. animalmedia. co. jp

なって倒れることがあった。
動脈血ガス分析：重篤な低酸素血症（Pao2 46mmHg）を伴い、
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換気障害あり（Paco2 43mmHg）。AaDo2 55mmHg と著明な

たものであり原発性気管虚脱ではないと考えられた。顕著な

開大を示し、上気道閉塞性疾患に陰圧性肺水腫の合併が示唆

胸式吸気努力、高音調の吸気時喘鳴音から、喉頭腫瘍、喉頭

された。

虚脱、喉頭麻痺が疑われたために、緊急気管切開術および気

CBC および血液化学検査所見、CRP 測定：前医にて特異所見

管支鏡検査を行った。

なし。

気管支鏡検査：喉頭内に塊病変はみられず、反転喉頭小嚢な

ビデオ透視検査および頭部・胸部Ｘ線検査：吸気時に喉頭

く呼吸相にかかわらず左右の披裂軟骨小角結節が接着してい

が大きく後方に後退し、咽頭腔が拡大し、頸部気管が完全

た。喉頭虚脱（LPLC）と診断された（図 16）
。気管内では、

虚脱した（図 14）
。呼気時に気管は全長にわたり拡大した

頸部気管の動的虚脱があり、気管の軽度の扁平化もみられ、

（図 15）
。

気管虚脱 Grade Ⅱと診断した（図 17、18）
。動的虚脱は喉頭

暫定診断：動的頸部気管虚脱がみられるが、胸郭前口部に気

虚脱によって生じており、気管切開によって消失すると考え

管虚脱は認められないため、これは閉塞性喉頭疾患に継発し

られた。

図 13 初診時の重
度のストライダー。
吸気時の高音調の
喘鳴音を伴い著明
な胸式吸気努力呼
吸を示した

図 14 初 診 時 胸
部Ｘ線ラテラル像
（吸気）。
喉頭が大きく後方
に後退し、咽頭腔
が拡大し、頸部気
管が完全虚脱した

図 15 初 診 時 胸
部Ｘ線ラテラル像。
呼気時に喉頭が大
きく後方に後退
し、咽頭腔が拡大
し、頸部気管が完
全虚脱した

図 16 気 管 支 鏡
検査時の喉頭所見。
喉頭内に塊病変は
みられず、反転喉
頭小嚢なく呼吸相
にかかわらず左右
の披裂軟骨小角
結節が接着して
い た。 喉 頭 虚 脱
（LPLC）と 診 断 さ
れた

図 17 気 管 支 鏡
検査時の頸部気管
所見。
頸部気管の吸気
時、膜性壁の陥入
がみられ動的虚脱
を示した

図 18 気 管 支 鏡
検査時の同部位気
管所見。
頸部気管は呼気
時、膜性壁は伸長
したが気管軟骨輪
部はわずかに扁平
化していた。気管
虚脱 GradeⅡと診
断した
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図 19

気管切開チューブ設置直後の頸部Ｘ線所見

図 20 第 6 病日、永久気管切開術を行った。気管虚脱対策として、気管
外径が内径に相当するシリコン・チューブで管外固定し気管を補強した。
胸骨舌骨筋は気管背側で左右の両筋をマットレス縫合で合わせず、気管
両外側に縫合固定した
図 22 第 47 病日。
気管瘻孔より痰は排出されず、狭窄
もなく良好に保たれていた

図 21

第 17 病日、退院時の様子。元気に歩き回っていた

緊急気管切開：Double lumen 気管切開チューブ外径 6mm［高

これら合併症の治癒および一般状態改善のため退院となった

研式気管カニューレ（複管）
：高研］を設置した（図 19）
。

（図 21）。退院時体重は 2. 2kg であった。

診断：喉頭虚脱（LPLC）。

自宅でネブライゼーション 1 日 2 回（1 回に生理食塩液

治療および経過：緊急気管切開直後よりストライダーは消

20mL ＋クロラムフェニコール 0. 5mL）と抗生物質内服（エ

失し、一般状態は顕著に改善した。気管切開チューブの管

ンロフロキサシン 5mg/kg PO q24h）にて管理した。腎不全

理として、2 〜 6 時間ごとに内筒交換、ネブライゼーショ

管理のため週 1 回程度かかりつけ医に輸液実施を指示した。

ン 1 日 2 回を実施した。第 6 病日、血液ガス分析値が Pao2

第 47 病日の follow-up にて瘻孔からの痰はなく良好に保たれ

73mmHg、Paco2 34mmHg、AaDo2 37mmHg と改善したた

ていた（図 22）
。第 155 病日には、問診にて散歩にて引っ張

めに、永久気管切開術を行った。気管虚脱があるため、気管

るほどの力あり、瘻孔より痰もみられず、皮下輸液を週 1 度

を扁平化させないように、通常の術式とは異なる変法で行っ

かかりつけ医にて続行中とのことであった。体重は 2. 52kg

た。まず、両側胸骨舌骨筋を気管背側でマットレス縫合せず、

まで増加していた。現在 250 病日を経過し、一般状態は良好

気管の両外側の気管周囲の結合組織に縫合し、瘻孔作成予定

である。

部の前後に気管外側から気管径に合わせたシリコン・チュー
ブを虚脱防止のため気管に縫着した（図 20）
。術後管理とし
て、1 日 2 回の気管瘻孔部の清拭、ネブライゼーション 1 日
2 回、および周囲湿度を 50 〜 70% に維持した。術後 5 日目
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考察
喉頭虚脱は、短頭種気道症候群に続発するタイプ
（LC-S2 or 3）

に菌血症および腎不全、術後 8 日目に自己免疫性血小板減

と喉頭麻痺と喉頭虚脱同時発症タイプ（LPLC）の 2 つがある。

少症を合併したが、緊密な管理で回復し、術後 17 日目に、

自験例では前者はパグとフレンチ・ブルドッグで認められた。

http : //www. animalmedia. co. jp

上気道閉塞性疾患 ⑨

これまでの報告ではブルドッグ、パグ、フレンチ・ブルドッ
グ、キャバリア・キングチャールズ・スパニエルで多いとあり

喉頭虚脱

おわりに

、自験例でもこれらの犬種でみられた。後者は、自験例では

BAS に継発する喉頭虚脱は比較的静かに長い経過で進行して

チワワ、ヨークシャ̶・テリア、狆で認められた。このなかで

いくように思う。それに対し、LPLC のタイプは急に発症し、

1-6）

ヨークシャ̶・テリアの 2 例はともに高齢（13 歳齢、17 歳齢）

喉頭麻痺でみられるような強い喘鳴が持続し苦しがる。筆者は

であり、Nelissen の報告と一致した 7）。しかし、筆者の経験で

肋骨骨折を合併した LPLC 症例（症例 7）を経験した。両者とも、

は 4 歳齢未満の比較的若齢のチワワでも LPLC タイプが認めら

酸素投与は陰圧性肺水腫によって生じた低酸素血症には意味が

れた。先天性喉頭麻痺はブービエ・デ・フランダース、シベリ

あるが、喘鳴症状軽減には意味がない。まず安静を保ち、呼吸

アン・ハスキー、ジャーマン・シェパード・ドッグ、ダルメシ

数増加を抑制するために外部冷却を十分実施するほうが初期安

アン、ロットワイラー、グレート・ピレニーズで、四肢の運動

定化には重要である。咽頭気道内の軟部組織による閉塞が全く

失調を示すポリニューロパシーを伴い発症することが報告され

関与していなければ、鎮静剤も有効である。呼吸症状をよく観

ている 8）。したがって、一般には小型犬での発症は稀であるが、

察し、的確な初期対応ができるように心がけてもらいたい。

筆者は軽度の片側前肢で運動失調を伴った若齢のミニチュア・
ダックスフンドの喉頭麻痺を経験した 9）。表 1 の症例 7 も両後
肢の運動失調による歩行障害を示していた。若齢小型犬でも、
大型犬のような機序で先天性喉頭麻痺が生じるのかもしれな
い。チワワのような軟骨軟化素因を持つ犬で先天性喉頭麻痺が
生じれば、LPLC タイプの喉頭虚脱が生じると考えられる。
自験例中 1 例は無処置で予後不良であった。2 例は永久気管
切開術を行わずに部分的に解決できた。6 例は永久気管切開術
を実施し、QOL を落とすことなく長期生存している。高齢ヨー
クシャ̶・テリアの LPLC の 1 例で、気管虚脱が永久気管切開
術後に悪化し術後管理困難となり、周術期に死亡した。重度喉

相模が丘動物病院

呼吸器科
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当院は呼吸器科のみの専門診療を行っています。短頭種の外科
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、小動物呼吸器セミナー、院外出張セミナー、
遠隔診療サービスなども実施しています。詳しくは、当院ホー
ムページまたは 046-256-4351 までお電話ください。

頭虚脱に対しては診断後なんらかの処置を施す必要があるが、
永久気管切開術の実施がもっとも確実で有効な手段と思われ
た。喉頭虚脱自体は永久気管切開術で予後良好を見込めるが、
LPLC タイプは気管虚脱を起こしやすいヨークシャ̶・テリア
で発症することがあるため、症例 10 で行ったような術式の変
更が必要と思われる。気管虚脱犬に対する永久気管切開術の
リスクは、本術式を考案した Hedlund によって指摘されてい
る 10）。
症例 9 では重度の運動不耐を示したが、永久気管切開術を回
避することができた。この症例のように短頭種気道症候群の代
償期にある若齢犬で重度喉頭虚脱が発見された場合、外鼻孔狭
窄整復術や軟口蓋切除術などの標準的な上気道整復外科手術を
行うことを選択するのが良いと思われた。そもそも 1 歳齢未満
の短頭種では術後成績良好であると報告されており 11）、4 歳齢
未満ならば、まだ上気道閉塞に対する代償不全徴候が形成され
ていない 12）。標準的上気道整復術で重度喉頭虚脱の多くを治療
し、術後長期観察において 56. 5% の飼い主が著明に改善したと
答えたという報告がある 2）。しかし、術後半数の症例で呼吸困
難症状が起き、この論文の著者はこの手術には術後管理体制と
上気道外科の緊急処置技術を備えていることが前提であると警
告している 2）ので注意していただきたい。
症例 10 では高齢ヨークシャ̶・テリアの LPLC の 1 例であ
り、永久気管切開術の一般術式 10, 13） を修正し、良好な経過が
得られた。Hedlund も気管虚脱犬には管外ステントを気管瘻孔
前後に設置することを推奨している 10）。
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