犬・猫の呼吸器科

第 18 回

上気道閉塞性疾患 ⑭
口咽頭腫瘤性病変

城下幸仁（相模が丘動物病院 呼吸器科）

後鼻孔

口咽頭腫瘤性病変（Oropharyngeal mass）とは？
口咽頭を閉塞するような腫瘤性病変のことを言う。鼻呼吸

鼻咽頭

鼻腔

を阻害し、同時に摂食障害を生じることがある。

口咽頭
硬口蓋

喉頭咽頭

解剖および生理
咽頭は、鼻咽頭、口咽頭、喉頭咽頭の 3 つの部位に分けら
れる（図 1）
。鼻咽頭は軟口蓋の上の呼吸部であり、後鼻孔
から軟口蓋尾側縁までの空間、口咽頭は軟口蓋の下の空間で

軟口蓋

喉頭直前までの空間、喉頭咽頭は喉頭の背側の食道の起始部
までの空間となる。口咽頭の両外側に口蓋扁桃が位置する。
口咽頭は、呼吸と嚥下の両方に共通な通路である。したがっ

扁桃

て、呼吸期と嚥下期に空気と食塊を完全に分離する役割があ
る。迷走神経および舌咽神経支配であり、これらの神経機能
障害は、誤嚥性肺炎を引き起こし、生命にかかわることがあ

喉頭蓋

喉頭

気管

食道

図 1 咽頭の 3 つの部位。口咽頭は軟口蓋の頭側縁から喉頭直前ま
での空間である。両外側には口蓋扁桃が位置する

る。

治療および予後
原因
咽頭粘液嚢胞、咽頭膿瘍、咽頭腫瘍が代表的疾患である。
広義では咽頭異物も含まれる。

上気道閉塞が重度な場合、まず緊急気管切開が必要とされ
ることがある。原因により治療法や予後が異なる。咽頭腫瘍
は悪性が多く、根治困難な場合、永久気管切開術が実施され
ることがある。

問診および症状
腫瘤性病変の部位、大きさ、固さにより、いびき、持続性
の低調 stertor、睡眠呼吸障害、睡眠時無呼吸、吸気努力や喘
鳴などの上気道閉塞、病的なパンティング、喉頭刺激による

症例
以下、呼吸器症状を主訴に呼吸器科に来院した自験例を示
す。いずれも緊急処置を必要とした。

単発性咳などの呼吸器症状がみられる。それらに伴い、嚥下
障害、口臭、流涎が認められる。急性上気道閉塞や睡眠時無
呼吸のために救急外来で来院することがある。

診断
病歴聴取や身体検査が主である。頭部Ｘ線側面像で、咽頭
にマス陰影がみられる。

症例

1

咽頭粘液嚢胞（Pharyngeal mucocele）
トイ・プードル、雌、11 歳齢

来院経緯：4 日前より咳、昨夜は喘鳴が悪化し呼吸困難と
なり、前医にて気管虚脱と気管屈曲が認められ、当院呼吸
器科救急外来となった。
初診時：体重 2.46kg、体温 38.5℃、心拍数116回 / 分。身体
検査にて、著明な努力性呼吸はみられないが開口呼吸が続
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図 2 初診時胸部Ｘ線ラテラル像。吸気。口咽頭に軟部組織陰影
のマス病変があり（矢印）、頸部気管に虚脱がみられた

図 3 同じく、呼気。咽頭のマス病変が背方に移動し（矢印）、頸部
気管虚脱所見は消失した

図 4 全身麻酔下での咽頭内観察所見。左口蓋扁
桃周囲に基部を有する巨大嚢胞病変が口咽頭を閉
塞していた

図5 術後所見。3-0 ナイロン糸にて基部を結紮し、
嚢胞部分を電気メスで切除した。両側口蓋扁桃を明
瞭に確認することが可能となり、口咽頭は開存した

き、断続的に単発性咳と舌なめずりを繰り返していた。可

Ｘ線および透視検査にて口咽頭に呼吸相間で形状と大きさ

視粘膜色に異常はなく、SpO2 100％を示した。聴診では、

が変わる柔軟な軟部組織陰影のマス陰影が確認され、吸気

肺野にて吸気時に断続的に高音調の気道狭窄音が認められ

時に動的頸部気管虚脱がみられた（図2、3）
。

たが、咽喉頭では狭窄音を聴取しなかった。CBC および血

治療および経過：一時的気管切開による気道確保の可能性

液生化学検査で特記すべき変化はみられなかった。動脈血

も了解のうえで、全身麻酔下に咽頭内観察と気管支鏡検査

ガ ス 分 析 で も、pH 7.47、Pco2 28mmHg、Po2 87mmHg、

を行った。右口蓋扁桃周囲に基部を有する巨大嚢胞病変が

HCO3 20.1mol/L、Base Excess -1.8mol/L、AaDo2 29mmHg

口咽頭を閉塞していた（図 4）。喉頭鏡のブレードで柔軟

と、軽度の過換気とAaDo2 の軽度開大がみられた。胸部の

な嚢胞を押さえ込むと容易に喉頭が確認され、気管内挿管

−

56

http://www.animalmedia.co.jp

上気道閉塞性疾患 ⑭

口咽頭腫瘤性病変

が可能になった。嚢胞病変の減量のために、23G 針と 5mL
シリンジにて試験穿刺し貯留液抜去を試みたが、0.5mL の
赤色混濁液しか採取されなかった。抜去液を微生物検査に
供したところ、Pasteurella sp. が少数検出され、ほぼすべ
ての抗生物質に感受性を示した。次に 3-0 ナイロン糸にて
基部を結紮し、嚢胞部分を電気メスで切除した（図 5）
。
気管支鏡では、気管気管支樹に問題はみられなかった。口
咽頭部は開存し、術後に一時的気管切開の必要はなかっ
た。切除病変は、病理組織検査にて粘液嚢胞と診断された
（図 6、7）
。最終診断は咽頭粘液嚢胞であった。翌日の胸
部Ｘ線および透視検査にて、咽頭内マス病変は消失してい
図 6 切除した嚢胞の病理組織所見（HE 染色、× 20）。 咽頭部粘
膜上皮下に大型の嚢胞様構造が形成されていた

た（図 8）
。再発の可能性があることを飼い主に伝え、退
院となった。2 カ月後の電話調査にて再発徴候は全くなく、
元気に過ごしているとのことだった。

症例

2

咽頭膿瘍（Pharyngeal abscess）
ボーダー・コリー、雌、2 歳齢

来院経緯：1 カ月前よりいびき /Stertor があり、吠えよう
とすると声が出ずに咳になる。最近 1 週間でさらに悪化
し、口臭も生じてきた。2 〜 3 日前よりいびきがかなり大
きくなってきている。近医を受診したが症状は改善せず、
精査加療希望のため当院呼吸器科を受診した。
初診時：体重14.88kg（BCS2）
、体温 39.6℃、心拍数 84 回 / 分。
図 7 切除した嚢胞壁部分の病理組織所見（HE 染色、× 200）。好
中球やマクロファージを主体とする炎症細胞浸潤を伴う、毛細血管
豊富な肉芽組織からなっており、内腔面には好酸性均質な分泌物が
沈着していた。構成する細胞にはいずれも異型性はみられなかった。
粘液嚢胞（Mucocele）と診断された

アジリティーによく参加し、普段から野外で訓練を行って
おり、現在食欲・元気ありとのことだった。ほぼ常に開口
呼吸し、軽度のストライダーがみられた。強制閉口すると
Stertor が生じた。発声には異常みられなかった。CBC およ
び血液生化学検査で特記すべき変化はみられなかったが、
CRP 2.0mg/dL を示し増加していた。動脈血ガス分析では、
−
pH 7.44、Pco2 34mmHg、Po2 71mmHg、HCO3 22.7mol/L、

Base Excess -0.3mol/L、AaDo2 41mmHgで、中等度の低酸素
血症とAaDo2 の開大がみられた。
頭部のＸ線および透視検査にて鼻咽頭から口咽頭にかけ
大きなマス陰影があり、咽頭気道を閉塞していた（図 9）
。
胸部Ｘ線検査では著変はみられなかった。異物の可能性を
考慮し、全身麻酔下に口腔内観察を行った。
治療および経過：軟口蓋の中央から尾側にかけて大きな膿
瘍と思われる空洞病変があり、口腔側で大きく破裂して
いた（図 10）。鼻咽頭側の壁の一部が欠損し、鼻咽頭と交
図 8 手術翌日の頭部Ｘ線検査所見。口咽頭内マス病変は消失して
いた

通していた。とくに右側に病変が偏り、右側の口蓋扁桃
は欠損していた。前部鼻鏡検査にて鼻咽頭道の右側壁が
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図 9 初診時の頭部Ｘ線ラテラル像。鼻咽頭から口咽頭にかけ大き
なマス陰影があり（矢印）、咽頭気道を閉塞していた

図 10 全身麻酔下口腔内所見。軟口蓋の中央から尾側にかけて大
きな膿瘍と思われる空洞病変があり、口腔側で大きく破裂していた

図 11 デブリードマン後の所見

図 12 可及的軟口蓋閉鎖後 4 日目の頭部Ｘ線所見。軟口蓋の一部
欠損（▲）は認められるものの、鼻咽頭は開存していた

隆起し、狭窄していた。培養検体採取とデブリードマン

うチューブを設置し、食道チューブを抜去した。

（図 11）
、空洞の壁部分の生検を行ったのちに、可及的に

第 18 病日：閉鎖部前方が再び裂開し、左口蓋扁桃ヒダを

欠損部を閉鎖し、一時的気管切開術、経口摂食による口腔

用い閉鎖した。

内汚染予防のため食道ろうチューブも設置した。術後の覚

第 19 病日：飼い主の希望により一時退院となった。自宅

醒は良好であり、呼吸状態も問題はなかった。経チューブ

では、入院と同じ処置を遵守してもらい、経口摂食は禁止

栄養投与と気管切開チューブ管理のため、入院治療となっ

した。その後、通院管理にて、軟口蓋の縫合部の裂開は生

た。咽頭内衛生のため、1 日 2 回ネブライゼーションも行っ

じなかったが、自宅で気管切開チューブの滑脱が数回生

た。4 日後、血液ガス値は改善し（Pao2 90mmHg、AaDo2

じ、そのつど呼吸困難となった。緊急処置でチューブを再

28mmHg）
、頭部Ｘ線検査にて、軟口蓋の一部欠損は認め

設置するとただちに呼吸困難は消失した。

られるものの鼻咽頭は開存していた（図 12）。しかし、全

第 49 病日：右鼻咽頭内壁フラップが鼻咽頭側で癒着して

身麻酔下にて口腔内を観察すると、軟口蓋の閉鎖部は裂開

いることが判明し、鼻孔からの気道を確保するために癒

し、完全に鼻咽頭と交通していた（図 13）。この裂開部に

着部の縫合ラインを切除した。結局、軟口蓋の右尾側部

は、計 3 回の再建術を行った（図 14）。

約 1/3 に裂隙状欠損が生じることになった（図 15）
。しか
に従い、右鼻咽頭

しこの観察時に、口蓋咽頭筋の収縮によりこの裂隙腔は閉

粘膜外側壁をフラップとして用い閉鎖した。このとき胃ろ

鎖することが確認された。咽頭感染管理のため入院にて 6

第 11 病日：片側軟口蓋裂整復の術式
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図 13 可及的閉鎖後 4 日目の口腔内所見。軟口蓋の閉鎖部は裂開
し、完全に鼻咽頭と交通していた

図 15 3 回目の軟口蓋再建後の口腔内所見（第 63 病日）。
軟口蓋の尾側部約 1/3に裂隙状欠損が生じることになっ
た。しかし、嚥下時には咽頭筋の収縮によりこの裂隙腔は
閉鎖することが観察時に確認された

前（B）後（A）

左

Normal

軟口蓋
口咽頭
口蓋扁桃

鼻咽頭

右

舌

初診日
AB 面

第 4 病日
A面
図 14 術式の経過。口蓋扁桃を含む断面を模式化して説明した。
術部を前部と後部に分けた。初診日に口腔側で膿瘍破裂が発見され
デブリードマンと可及的閉鎖を行った。第 4 病日に緊張に耐えられず
破開。第 11 病日、右鼻咽頭内壁をフラップとして用い閉鎖した。第
18 病日、後部は閉鎖していたが、前部が再び裂開し、左口蓋扁桃ヒ
ダを用い閉鎖した。第 49 病日、全身麻酔下口腔内観察によって右
鼻咽頭内壁フラップが鼻咽頭側で癒着していることが判明し、鼻孔
からの気道を確保するため癒着部を切除した。結局、軟口蓋の後部
に一部欠損が生じることになった

第 11 病日
A面
術後

第 18 病日
B面
術後

第 49 病日
A面
術後
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図 16

第 63 病日に行った鼻咽頭バルーン拡張術の術中所見

図 17 第 98 病日の頭部Ｘ線所見。鼻咽頭道は十分確保され、咽頭
壁腫脹もなく、経過は良好であった

図 18 初診時の睡眠時無呼吸症状。犬坐姿勢のまま、傾眠と覚醒
を繰り返し、熟睡できなかった

図 19 初診時頭部Ｘ線ラテラル像。吸気。鼻咽頭から口咽頭の軟
口蓋周辺にマス陰影があり、咽頭が閉塞していた

日間の術後管理後、経口飲水可能であり、気管切開チュー
ブの閉塞試験にて呼吸状態良好であったため、チューブを
抜去した。約 2 カ月間の長期気管切開チューブ管理であっ
た。自宅では、ネブライゼーションの継続と抗生物質内服

60

症例

3

咽頭腫瘍（Pharyngeal tumor）
チワワ、雄、９歳齢

を指示した。

来院経緯：半年前よりいびき /Stertor がみられ、3 〜 4 カ

第 63 病日：経口飲水および経口摂食はほぼ可能となっ

月前より流涎と口臭が現れ、さらに数日前よりいびき /

ていた。鼻鏡検査にて鼻咽頭の軽度狭窄が認められたた

Stertor が悪化、睡眠時無呼吸症状が始まりほとんど眠れ

め、鼻咽頭バルーン拡張術を行った（直径 12mm ×長さ

なくなった。近医を受診したが症状は改善せず、精査加療

40mm、図 16）。胃ろうチューブは抜去した。

希望のため呼吸器科受診。既往歴に会陰ヘルニア（5 歳齢

第 77 および 98 病日：診察にて次第に飲水や摂食障害はほ

時に整復）
、クッシング症候群（9 歳齢より治療中）あり。

ぼ消失し、頭部Ｘ線および透視検査にて鼻咽頭道は十分確

初診時：体重 3.20kg（BCS2）
、体温 38.4℃、心拍数196回 / 分。

保され、咽頭壁腫脹もなく、経過は良好であった（図 17）
。

数日前より食欲は低下し、細かく柔らかいものしか食べ

第 217 病日：電話調査にて、現在摂食や飲水障害もなく、

ないとのことだった。身体検査にて、被毛粗剛で動作は

呼吸障害もなく経過良好であり、１カ月前よりアジリ

緩慢であった。ほぼ常にパンティングが続き、強制閉口

ティーの訓練を再開しているとのことであった。

すると吸気努力が著明になり、呼吸数は 6 回 / 分に減少し
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図 20 同じく、呼気。同様に鼻咽頭から口咽頭の軟口蓋周辺にマス
陰影があり、咽頭は常に閉塞していた

図 21 初診時の胸部Ｘ線写真ラテラル l 像。吸気。動的頸部気管
虚脱は認められなかった

図 22 第 1 病日の口腔内検査時所見。仰臥位で観察。上が腹側、
下が背側。咽頭内右外側深部に広く大きな基底を有する固い結節状
の腫瘤状病変が口咽頭をほぼ閉塞し、軟口蓋を介し鼻咽頭を強く閉
塞していた

図 23 第 1 病日の口腔内腫瘍減容積後の所見。電気メスとアルゴン
プラズマ凝固を用い、咽頭を開存させた

た。安静にすると傾眠と覚醒を繰り返し（図 18）
、右下顎

日、全身麻酔下に口腔内精査と一時的気管切開を行うこと

部に触診で約 20mm 大の腫大硬結部があった。聴診にて

になった。麻酔導入後、経口による気管内挿管は不可能で

問題は確認されなかった。CBC および血液生化学検査にて

あったために経皮的に緊急気管切開を行い、術中挿管して

WBC 25,800/mm 、CRP 11mg/dL と増加していた。動脈血

気道確保した。口腔内観察にて、咽頭内右外側深部に広い

ガス分析では、pH 7.36、Pco2 31mmHg、Po2 88mmHg、

基底を有する大きな固い結節状の腫瘤性病変が口咽頭をほ

3

HCO3 17.1mol/L、Base Excess -6.7mol/L、AaDo2 28mmHg

ぼ閉塞し、さらに軟口蓋を介し鼻咽頭を強く閉塞していた

と、代謝性アシドーシスと軽度 AaDo2 開大がみられた。

（図 22）。腫瘤性病変周囲に付着していた粘稠な分泌物、

−

頭部のＸ線および透視検査にて、鼻咽頭から口咽頭の軟

腫瘤性病変切除面より生じた白色分泌物を微生物検査に供

口蓋周辺にマス陰影があり、呼吸相にかかわらず常に閉塞

した。軟口蓋側に突出する部分を中心に電気メスにて腫瘍

していた（図 19、20）。胸部では淡いび漫性間質影がみら

減容積を行い、鼻咽頭の閉塞をできるかぎり解除した。切

れたが、動的頸部気管虚脱は認められなかった（図 21）。

除病変の一部を病理組織検査に供した。切除面はアルゴン

治療および経過：咽頭閉塞による睡眠障害のため重度の疲

プラズマ凝固で十分に凝固した（図 23）。咽頭深部の処置

労がみられ、ただちに確実に呼吸を緩和させる必要があっ

には硬性プローブを使用した（図 24）。その後、軟性気管

た。一晩、酸塩基平衡補正のため静脈輸液を行った。翌

支鏡による前部鼻鏡検査を行った。炎症性滲出物の蓄積に
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図 24 腫瘍減容積の際に使用したアルゴンプラズマ凝固の硬性プ
ロープ（ERBE APC 用プロープ 径 2.3mm 長さ11cm：アムコ）。上は
直射、下は側射用。矢印方法にアルゴンビームが放出される

図 25 切除した口咽頭マス病変の病理組織所見。弱拡像（HE 染色、
× 20）。壊死傾向の強い多胞巣状の癌増生巣が認められた

図 26 同じく、強拡像（HE 染色、× 200）。増生する細胞は、クロ
マチン豊富で核小体明瞭な円形異型核と豊富な好酸性立方形細胞
質を有する腺上皮様癌細胞で、周囲に豊富な線維性間質増生を伴
いながら充実胞巣状あるいは腺腔状配列を形成し、核分裂像も散見
された。腺癌の浸潤性増生であり、唾液腺由来が考えられた。特殊
染色を行ったが、漿液および粘液成分の産生ははっきりせず、低分
化型の腺癌であった

図 27 第 11 病日。一時的気管切開チューブを抜去して退院すると
きの頭部Ｘ線ラテラル像。鼻咽頭腔が識別できる程度になった

のネブライゼーション、湿度 70 〜 80％および温度 25℃
の ICU 管理で行った。微生物検査の結果に基づき、FOM
20mg/kg q12h を内服させた。術直後からほぼ 24 時間熟

より鼻咽頭内腔を詳しく観察できなかったが、外径 2.5mm

睡し、翌日より摂食可能となった。2 日目より一般状態が

スコープが容易に通過可能であった。最後に、外径 6mm

著明に改善した。

の気管切開チューブを設置して終了した。

第 10 病日（術後 9 日目）：閉塞試験にて呼吸状態良好のた

病理組織検査にて、唾液腺由来と考えられる低分化型
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め、気管切開チューブを抜去した

の腺癌と診断された（図 25、26）。微生物検査では、口腔

第 11 病 日（ 術 後 10 日 目 ）
：頭 部Ｘ線 で は 鼻 咽 頭 腔 が 識

内側では Pasteurella sp. およびβ -Streptococcus が 3 ＋検

別 で き る 程 度 に な っ た（ 図 27）
。 白 血 球 数 増 加（WBC

出された。腫瘤状病変内にも同じ細菌が 1 ＋検出された。

21,300/mm3）
、CRP 増加（4.1mg/dL）
、代謝性アシドーシス

両方の細菌に感受性を示した抗生物質は、セファゾリン

（HCO3 − 17.6mol/L、Base Excess -5.4mol/L）が残存してい

CEZ、セファレキシン CEX、セフテラム CFTM、オフロキ

たが、一般状態は良好で呼吸状態も安定していたので退院

サシン OFLX、ホスホマイシン FOM であった。気管切開

とした。飼い主は根治術よりも、呼吸困難や睡眠障害なく、

チューブの管理は、2 〜 6 時間ごとの内筒交換、1 日 2 回

自力摂食可能な状態を維持することを強く希望し、胃ろう
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図 28 第 35 病日、永久気管切開術後の退院時の様子。一般状態
はきわめて良好になった

図 29 同じく、第 35 病日退院時の永久気管切開術の術創。十分に
開口していた

図 30 第 49 病日の頸部ＣＴ所見。病変は舌骨を破壊し右側咽頭壁
内に広く浸潤し（矢印）、喉頭が左側に変位していた（ＣＴ画像は、
日本動物高度医療センター提供）

図 31 第 105 病日の術前所見。 右下顎部の腫大硬結部が直径約
30mmに増大していた

チューブ設置も拒否した。まず永久気管切開術を施し呼吸

と顕著に腫大していた。犬、猫、馬の口咽頭腫瘍の WHO

を安定させ、腫瘍増大しつつも定期的に減容積を行うとい

病期分類 2） は、T3N1bM0 であった。外科不適応と判断さ

う緩和治療の方針をとることとなった。

れた。犬の咽頭唾液腺癌に対する放射線療法の効果に関す

第 21 病日：永久気管切開術を行った。術前体重は 3.1kg で

る情報は乏しい。また、放射線療法について、飼い主の了

あった。手術翌日から缶フードをよく食べ、一般状態は良

解が得られなかったため、全身状態の許すかぎり腫瘍減容

好であった。

積を反復する緩和療法を継続することになった。

第 35 病日：状態良好のため退院した（図 28、29）
。体重は

第 71 病日：１回目の追加処置を行った。自宅を走る元気

2.76kg であった。自宅では、気管ろう管理のため、ネブラ

はあるが、2 日前より急に顔が腫れて食欲はやや減退して

イゼーションと FOM 20mg/kg 3 日に 1回内服を継続した。

いるとのことであった。術前検査にて、右顔面がやや腫脹

第 49 病日：腫瘍の評価と治療法検討のため腫瘍専門病院

し、体重 2.40kg、WBC 45,600/mm3、CRP>20mg/dL であっ

を受診し、ＣＴ検査を行った。病変は下顎骨垂直枝や舌骨、

たが、一般状態は維持されていたので手術を実施した。術

後頭部に至るまで浸潤していた（図 30）。右下顎リンパ節

翌日より食欲あり、右顔面の腫脹は次第に改善していった。

および右内側咽頭後リンパ節が腫大していた。胸腔内リン

第 75 病 日：WBC 49,000/mm3、CRP 10mg/dL を 示 し、 右

パ節腫大は認められなかった。右副腎が最大径約 22mm

顔面腫脹が消失したので退院となった。
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第 105 病日：2 回目の追加処置を行った。流涎が多くなっ

アン・シルキー・テリア、ジャーマン・シェパードの 4 歳齢

てきたが柔らかいものなら摂食可能とのことだった。術前

以下の比較的若齢犬で好発する 3, 4）。診断は、身体検査と口

検査にて、右下顎部の腫大硬結部が直径約 30mm に増大

腔内観察による。穿刺吸引液は細胞の少ない血液を混じた粘

（図 31）
、体重 2.40kg、WBC 26,000/mm 、CRP 14mg/dL

稠な液体であり、PAS 染色陽性を示す。唾液腺造影は通常実

と比較的よく保たれていた。腫大硬結部は舌下腺または顎

施困難であり、行われないことが多い。唾液の継続的漏出が

下腺の位置に相当していた。腫瘍は軟口蓋に浸潤してい

基本病態であるので、根治的治療は罹患側の顎下腺および耳

た。術後、嗜好性の高いものなら摂食可能であった。

下腺切除術を行う 3, 4）。貯留液吸引やドレナージだけでは、

第 111 病日：退院となった。

42％の症例は 48 時間以内に再発するという 3）。口腔内の唾

第140 病日：3回目の追加処置を行った。1日3 食少しずつ嗜

液腺粘液嚢胞の場合、可及的に造袋術も行われる。これは再

好性の高い缶フードを飼い主の手から摂食しており、毎日

貯留を防ぐために、ろう孔を外科的に作成するものである。

15 分位散歩を行っているとのことであった。術前検査にて、

粘液嚢胞の口腔粘膜側を楕円形に切除し、貯留した唾液を取

体重 2.30kg、右下顎部の腫大硬結部が 42mm×33mmに増

り除き空洞にして、切除縁の粘膜と隣接する嚢胞内の結合組

大、WBC 37,000/mm 、CRP>20mg/dL、血液ガスでは代謝

織とをモノフィラメントの吸収糸を用いて単純連続縫合す

性アシドーシスが持続していた（HCO3 16.6mol/L、Base

る 3）。ろう孔は閉塞し再発する可能性がある。

3

3

−

。胸部Ｘ線検査にて転移巣は認められな
Excess -6.5mol/L）

症例 1 は、好発犬種のミニチュア・プードルであったが 11

かった。術前状態は芳しくないが、過去 2回の減容積術にて

歳齢と高齢であった。病歴聴取と頭部 X 腺および透視検査が

食事が食べやすくなったとのことで、今回も実施した。腫

診断に有用であった。症例 1 は咽頭粘液嚢胞が比較的有茎状

瘍は、喉頭右外側にまで進展し喉頭がさらに変位していた。

であったことから、穿刺吸引後、基部を結紮し、できるだけ

術後、嗜好性の高い缶フードを手から与えると食べた。

嚢胞部分を切除した。理想的には造袋術を実施すべきだが、

第 144 病日：体重 2.32kg、WBC 34,100/mm 、CRP 18mg/dL

口咽頭には十分なワーキングスペースはない。筆者は、造袋

と外科侵襲が口腔内炎症を悪化させていなかったことを確

術実施にこだわらず、術後の咽頭気道をもっとも開存させる

認し、退院となった。

方法をとるべきとの考えから、症例 1 での診断および初期治

第 179 病日：自宅で静かに息を引き取った。前々日まで食

療としては適切であったと判断している。飼い主には再発の

事を食べていたとのことだった。飼い主は、呼吸が苦しく、

可能性についてよく説明し、その際には根治術を考慮しても

睡眠もできず、さらに食事もできない状態から、穏やかに

らう。一般には、唾液腺を完全切除すれば再発率は 5％未満

呼吸ができるようになった愛犬と自宅で静かに暮らせたこ

である 3）。

3

とに十分満足していた。

症例 2 でみられたような大きな咽頭膿瘍も口咽頭を閉塞
し、いびき /Stertor などの上気道閉塞症状を引き起こし得
る。咽頭膿瘍は比較的稀な疾患であると思われるが、口咽頭

考察

腫瘤性病変の類症鑑別として重要な疾患である。症例 2 では

症例 1 でみられた咽頭粘液嚢胞は、犬の唾液腺粘液嚢胞の

計 3 回の軟口蓋再建術が必要になった。膿瘍の原因は不明で

1 つである。発症頻度は少ないが、本症のように急性上気道

あった。症例 2 の治療過程において、もっとも危惧していた

閉塞を引き起こすので呼吸器救急疾患として銘記しておく必

合併症は、降下性壊死性縦隔炎である。これは、口腔頸部領

要がある。摂食障害や誤嚥性肺炎などの重篤な問題も起こし

域の感染性疾患が原因で生じた壊死組織を含む膿瘍が急速に

うる 。外傷や発達過程異常により、唾液腺管の閉塞や裂傷

縦隔へ波及・拡大し、致死的な経過をたどる、比較的稀な、

により粘膜下に唾液が貯留して生じると考えられている 。

ヒトで確立されている疾患である。原因としては歯原性感染

組織学的特徴として、上皮や腺上皮細胞で内張りされた真の

疾患、咽後膿瘍、扁桃周囲膿瘍などの頻度が高く、積極的治

嚢胞とは異なり、線維芽細胞や毛細血管よりなる炎症性結合

療を行っても死亡率が 20％前後もある重篤な疾患である 5）。

組織で境界されている 3, 4）。したがって、急性期は痛みを伴

獣医療では疾患名として確立していないものの、それを疑う

うが慢性化すると痛みを伴わない腫瘤となる。舌下腺管の異

症例は経験される。頭頸部感染性疾患、持続性発熱、CRP 異

常がもっとも関連している。唾液腺粘液嚢腫はガマ腫がもっ

常高値の持続、胸部Ｘ線 DV 像にて縦隔の肥厚所見があり、

とも多く、全体の発症率は 4,000 頭の犬に対し 20 頭以下と報

急性経過をたどり死亡する。症例 2 では、右口蓋扁桃が消失

告されている 。プードル、ダックスフンド、オーストラリ

しその周囲に膿瘍が形成されていたため、ヒトでいう扁桃周

3）

4）

4）
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囲膿瘍に相当する病態が進行していた可能性もある。その

は 179 日で、口腔内腫瘍病期 T3 の治療例に匹敵する結果が

ため症例 2 では、軟口蓋再建とともに咽頭スワブの微生物検

得られ、飼い主の満足も得られた。本症のように根治難と判

査、気管切開チューブの交換を頻回に行い、感染に十分配慮

断された重度の悪性口咽頭腫瘤性病変の犬には、永久気管切

し、体温や CRP も欠かさずモニターしていた。咽頭内衛生管

開術実施が有望な治療選択肢になりうると思われた。

理のため、胃ろうチューブ栄養や微生物検査に応じたネブラ
イゼーションも、咽頭気道が十分安定するまで注意深く続け
た。軟口蓋再建術が安定し気管切開チューブ抜去まで 2 カ月
を要したが、そのような管理が功を奏し、この間に縦隔炎の
発症なく、その後も順調に経過した。

口咽頭腫瘤性病変は、いびき /Stertor、睡眠時無呼吸、急
性上気道閉塞などを主訴とし、頭部Ｘ線では口咽頭領域に軟

症例 2 で用いた軟口蓋再建では、片側軟口蓋裂整復の術
式

おわりに

部マス陰影がみられる。咽頭粘液嚢胞、咽頭膿瘍、咽頭腫瘍、

を採用した。これは鼻咽頭側の粘膜フラップを使用す

異物などが考えられ、それぞれ治療法、治療期間、予後が異

るものだが、結局剥離した部分に癒着し鼻咽頭閉塞を起こし

なる。緊急性の高い場合もあり、急性呼吸困難の鑑別疾患と

た。3 回目の再建術で鼻呼吸できるよう修復したが、最終結

して考慮しておく必要がある。原因疾患にかかわらず、まず

果として軟口蓋の右尾側部 1/3 は欠損したままとなった。し

気管切開などによる確実な気道確保を優先し、初期診断とと

かし、術後飲水時にむせることはなかった。この欠損は許容

もにただちに腫瘤性病変の減容積などによる可及的気道開存

範囲と考えられた。筆者は、症例 2 で行ったように口蓋扁桃

処置を行う必要がある。

1）

ヒダなどの口腔粘膜側をフラップとして利用するほうが、鼻
【謝辞】

咽頭道を確保するには良いと考えている。
症例 3 でみられたように、咽頭腫瘍は浸潤が広範囲に及ぶ

本稿作成にあたり、CT 所見、放射線治療およびＸ線写真

と上気道閉塞を引き起こす。鼻咽頭を強く圧迫閉塞すれば鼻

に関し貴重な御指導をいただきました、日本動物高度医療セ

呼吸が不能となり、いびき /Stertor や睡眠時無呼吸が現れ、

ンターの夏堀雅宏先生（現・北里大学獣医学部獣医放射線学

緊急気管切開が必要になることがある。口腔腫瘍は比較的

教室）に心より感謝の意を表します。

頻度が高く、犬では悪性メラノーマ、扁平上皮癌、線維肉
腫、メラノーマが、猫では扁平上皮癌と線維肉腫がよくみら
れる 4）。局所浸潤性が高く、転移もみられることがある。犬
の口咽頭では、扁桃扁平上皮癌が T3（周囲組織に浸潤）の

相模が丘動物病院

呼吸器科

www.sagamigaoka-ac.com
当院は呼吸器科のみの専門診療を行っています。呼吸器

病期で診断されることが多い。減容積や化学療法や放射線療

疾患症例紹介を受付けております。詳細は、当院ホーム

法を組み合わせても、生存期間中央値 110 日 2, 6） や 270 日 7）

ページをご覧ください。

と報告され、予後はかならずしも良くない。症例 3 でみられ
た唾液腺癌は、口咽頭腫瘍としては稀な疾患である。犬の平
均発症年齢は 10 歳齢、猫では 12 歳齢と報告されている 。
3）

「基礎から学ぶ犬猫の呼吸器セミナー」を開催しています。
当院ホームページより参加予約を受付けております。呼吸
器の臨床を基礎から学び直したいという方にお勧めです。

耳下腺や顎下腺でもっとも頻繁に生じる。腫瘤性病変は通常
触診にて痛みを伴わず、固い。リンパ節腫大、神経障害、呼
吸困難、摂食障害が、腫瘤性病変の増大や局所浸潤や転移に
よって生じる。唾液腺の腫瘤性病変は癒着や局所浸潤を起こ
しやすく、外科的な根治的切除は非常に困難であり、周囲の
神経血管構造を損傷し、かえって機能障害を悪化させること
がある 3）。症例 3 では、診断時にすでに睡眠時無呼吸を起こ
すほど唾液腺癌が増大し、緊急性が高かったので気道確保が
優先された。外科療法も放射線治療も非適応と判断され、
永久気管切開術と減容積術を反復する方法を止むなく採っ
たが、少なくとも呼吸困難や睡眠障害は完全に消失し、QOL
を維持し在宅治療を継続することができた。診断後生存期間
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