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.~:豆報

鼻腔内に真菌性肉芽腫を認めた犬の1症例

A Case of Fungal Rhinitis with Granulomatosis in a Oog 

原口友也1) 板木和仁2) 原田秀明 1) 谷健三1)

仲 樺 宏1) 田浦保穂1)

TOl11oya HARAGUCHI1). Kazuhito ITAMOT02
)・，I-lideaki I-IARADAIl， Kenji TANI11， Hiroshi NAKAZAWA1) and 

Yasuho TAURA1) 

lノLobomIOr1'ol Velerinorr SlIrgerl'. 2) Laboralor"げAnill10lMedicol Cel1ler. Focllltr ol AgriclIlllIre， YOll1ogllchi Univ白川 /1¥九 1677ω

1 Yoshic!a. YOIl1日'gllchi753-8515， japon 

SUMMARY: A two-year-old ll1ale All1erican cocker spaniel was pres巴ntedwith episodes of chronic nasal dischargc 

and epistaxis. COll1pllted tOll1ography (CT) of the nasal cavity r巴vealedsevere cavitary destrllction of thc lcft turbinates 

with pres巴nc巴 01'a variable all101lnt 01' abnorll1al soft tisslle in the nasal passagc. Rhinoscophic biopsy， ll1ycological 

cllltllres and serUIl1 b巴ta-D-glllcanconcentration assay were not helpflll in this patient. Rhinotoll1Y and frontal sinotoll1Y 

were perfollned to rell10ve the ll1ass in the nasofi'ontal sinlls and surgical debridell1ent. Based on the histological exall1-

ination of the sllrgical specill1enヲ ade日nitivediagnosis ofthe fllngal granuloll1a was made. After surgery‘ll1edical treat-

ll1ent with topical clotrimazole solution and 01叫 itraconazolewas perforll1ed. At presentラ noclinical recurrence has 

be巴nobserved three years and four months aft巴rtreatment 

Key words: compllted tOll1ography (CT)， fi.mgal granllloll1a， rhinotoll1Y 

要約 2歳齢、縦一のアメリカン・コッカー・スパニエノレが慢性向出lilLを主iiJfに来院した。X線CT検査で立Iilii感染症が必

く疑われたが、生検.t苛主主検査・ lílLì青学検査て、兵菌感染を ~1J:r則できなかったため、左鼻腔・前以ìlnl l;JJ1)111，1、lを尖胞しFJ

11空粘膜をIJJ1徐した。 切除した粘膜組織は病理組織検査により、ょミÎ~î性|ムl芥 11重と診断されたため、抗i主~i泊斉110)投与を行っ

た。その結果、本症例は3'F4ヵJ'J以上再発を認めずに:1行 している。以」より、 X線CT1Yi:在で貞i迫感淡泊ーの特徴1'1りな

所見が得られた場合は、検資で感染が証明されなくても、診断・治以そのために適切な則作や前i7.1'ii~~凶聞 に よ る よ~'， i'，J ill史

の正IjYiが必要であると考えられた。

キーワード CT検査，兵IaH性|主l芽11'[(，鼻切開示lす

はじめに

犬において、鼻汁・鼻出rmを呈する疾患は、細

菌・真向・ウイノレスなどを原因とした感染性疾

患と外傷・ JJ霊場・アレノレギーなどを原因とした

JI 感染性疾忠に大別される。 感染性疾患の ~I:I で、

鼻昨内における真菌感染症は、片イJtlJ性の血液膿

性鼻汁を特徴とし、 II~j，に除j芽 IJ重を形成しj頴百i の

1)山口大'干:康守'背1¥1'決医守:科獣医外科守:liJI究室(干753-8515
山口市大字吉田1677-1)

2) 1111-1大学農学部li付属動物医療ピンクー臨床診断学iiJI究室

(干753-8515 山口市大手吉田 1677-1)

:受付 1:1 2011/1三日J91=1豆理|オ 2011+rミ5Jl27 1=1 

みJ17.J. Vel. Al1eslh. SlIrg. 42(1): 1-5.2οJJ 

変形を伴うことから、 JJ刊お性疾患との主孤児IJと適

切な治療法の選択が重要となる 1-7.10)。

鼻腔内真菌症の診断法としては、単純X線検査

や真菌培養検査、細胞診などが挙げられる。 さ

らには鼻1J'j;じ内アスペノレギルス感染症で、は、 X線

CT検査1において、鼻中隔と鼻甲介の重度な破

壊、前頭打日l内の異常軟部組織の上回生・粘膜の肥

j車、前頭骨の変形といった特徴的な所見が認め

られることが報告されている2)。

今回、微生物学的検査・ rIlI.i青学的検査のみで

は真菌の感染を証明できなかった慢性的な鼻

汁・鼻山lmを呈した犬に、アスペルギルス感染
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右下横臥位像(LR像) 背腹側像(DV像)

図1. 1ソ]診 11，')のL県吉 1\単純x~~íH)ま

背11¥1(Jtrl(象において在日dl';じ内の不透過性のJL.llli(矢fuD とt:i!.rj-' I痛の不IYIIIJ.t!象(矢1=11)が認められた。

症に特徴的なX線CT検査所見が認められた。さらに

この症例に対して、内科|下J・外科I'I{J治療を実施した

結果、良好な予後が得られたため、その概要を報告

サる。

症例と治療経過

症例は、訂以齢、 ラ{そ去勢剖I~ のアメリカン・コツ

カー・スパニエルであり、慢性鼻汁・鼻出 lillを主

訴にl幻門大学動物医療センターに来|涜した。

{~J 診 11寺の rín 液検査では、分集核好仁|コ球の増 !JLI

(WBC: 19，300/μ人 Seg:18ヲ528/μ!) が認められ、また

単純X線検交では、左鼻腔内におけるX線吸収性の充

進と鼻仁1:'1痛の不明瞭像が認められた(図1)0 鼻汁の

キ111保i培養検査では、 Staphylococcusspp.とStreptococcus

Group Gが険出されたロさらに企身麻酔トで、内視鏡

をJ:目し、鼻腔内を精査したところ、後鼻腔粘膜の発赤

が著しく、 l'l!j)j莫が求IJ離している部位も認められた(図

2)。これらの後鼻腔粘膜に刻して生検を行ったが、

病理組織学的検査で、は、炎症・壊死といった非特具

的な所見のみしか得ることができなかった。

--))、同日に実施したX線CT検査では、重度の鼻

中隔と左鼻甲介の破壊、異常な軟普1¥組織の増生、左

前頭洞の粘膜肥厚 ・骨の変形などの|山i像所見が得ら

れた。催忠犬が比較的若lhhであること、あるいはこ

図2 後鼻11:;'の内十J~j~1像

後 ~;I，.，j'N~jll~Sの変位・剥出!i:(矢 f[J) および発赤(矢以)を l認めた。

れらの所見がすでに報告されている鼻腔内の真向

感染症における特徴的なX線CT検査所見 と類似し

ていたことなどから2)、真菌感染症が強く疑われた

(岡3A-C)。 しかしながら、追加で、行った鼻汁およ

び鼻粘膜の14菌情養検査は陰性であり、またJITlY青β

Dグノレカン濃度も 1.2pg/ml以下と正常{直であった

(正;引直 < 11.0 pg/m!)。

以上の検査において、 !i'i)fii:診断を得ることができ
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図3. 1'JJ診1I:'jXkji!CTj01食品11':トWWkf象
A : tr:t 巾介の1I皮~~ (矢IiJ'!) と州内1'.1111史の11巴)亨(矢f.ll)0 B; flIil'fiiliilO)7t主f，f，¥ti'¥'iI(矢ojfi)0 C; FIIi l'fi澗のお11;限11巴原一(矢jiiD
と rìÎiITJ'l 'ì~J の変形(矢ド11) 。

左前頭骨切開時 鼻汁除去後
摘出した腫癌

図4 市F'i't'所見およひ(j1tjj'j]iilf;1より抑止iしたJH(熔

A: Ki'iÎjITfj'ド;.を切 I]~すると、多量のJW'H1: ~;:' i.1が11m，認された(矢1:ll)os : J限 11:~::'i Iを除去すると乾商品決死組織が尚 I認された(矢

口u'D.C んIIIi¥fJ'jil，;1から術1-1-1された位前段先(矢ojJ'j)をf'l'うJI主縮。

なかったため、対症療法として麻酔下で市i生珂食塩

水にて鼻腔内洗浄を実施し、細菌感受性検査に従

い、オプロキサシン(タリビット、第一.三共、東

京) 5 mg/kg， sid.を内fJlKしながら経過を観察した。

治療開始後、サぐに鼻汁・鼻1:1:¥巾Lの出現頻度はとも

に!If干減したが、完全には消失しなかった。

第34病日に再度、 X線CT検査・内視鏡検査と鼻腔

内洗沖処置を実施したところ、 X線CT検査では、第

l病口とほぼ同慌の所見が符られ、また鼻腔内から

符られた倹査材料のM査においても、真菌等の感染

症を特定するには至らなかった。

以上.の経過から、自司し、主 と相談の|二、確定診断と

治療を目的として、 左側|の鼻骨および前頭打白|の切1m

や1:[ を賀'~63病日に実地した。 術工には背側アプローチを

選択した。 すなわち患者を伏 1;州立に保定し、 I~fj頭部

から鼻梁六1¥にかけて正!こ1:1を約 12cm切皮し、，1次昔1¥組

計k ・骨JI史を剥 l推し 13i~動l話号でやI;r野を確イ呆した。 次いで

サジタノレソーで左前頭'骨と鼻骨にそれぞれ骨弁を

作製し、肩1m員il司および鼻腔内にアプロ ーチした。

左鼻腔内には!田市病変は認められなかったが、粘

膜のJI巴厚・軟部組織の地生が認められた。左前頭桐

内にはj股|主義I，t-iーが充填しており、 li吃酪壊死を伴った

JI制的自変が確認された (1送J4A-C)ot子.前頭ilf，1から摘

出した JI重J胞は、病理組織学I~I~J検査により、化l膿性炎

症を伴う肉芽組織の明生と壊死と診断され、さらに

PAS染色陽性の真菌の菌糸が{確認されたことから、
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弱拡大像(x 40:PAS染色) 強拡大像(x 400:PAS染色)

図5. flijriJiil'付、ら摘LUしたJHHj訟のjiiqJ11lk4W虫学l'I(JjJi'凡

l丞IA: 化)股性炎 !j'l~ をw う丸一I岩 i曽 1.10. (丸r:Ji)と援金ヒ(虫、liID.I豆IB:j岩糸のt自分一(矢印)。

木症例は真菌性肉芽JJ重と確定診断された(図5A，

B)。

術後 14日目から、イトラコナゾーノレ(イトリゾー

ルカプセノレ、ヤンセンファーマ、東京)8 mg/lくgbid 

の内JJ反を開始し、 90~間洲;統した。 さらに、クロト

リマゾーノレ(エンペシドタト刷i夜1%、バイエノレ薬品、

大阪)の鼻腔内浸演を lヵ月に ll.E!:1、11時間ずつD!-2回

実施した。利子後鼻出 riJJはすみやかに消失したが、市I:r

後2ヵ):J1翼までは、くしゃみや鼻汁などの症状が散

発的に認められた。 しかしゃ15後3ヵJ二|頃からは1:臨床

症状は消火・し、現在術後3年4ヵ月が経過するが、再

発はなく経過は良好ーで、ある。

考察

鼻11じ内真菌症は、若|齢から中l'始の長助、犬種で、多く

認められ、その発生率は犬慢l生鼻炎の約7-34%で、あ

り、 AspωヨiIlusカImigatusが最も多い原因菌であると

報告されている 1-3)。鼻j庄内真菌症の|臨床症状は、片

仮1)性の血液!膿性鼻汁を特徴とし、 H寺として肉芽JHf病

変を形成し顔面の変形を伴う 1-3)。これらと類似した

臨床症状は鼻腔内腿療にも認められるが、鼻腔内J)重

湯の場合、臨床ステージや臆療の種類、選択した治

療法により異なるものの、平均生存期間は約 15.2カ

月、生存期間の中央値は約7カ月と報告されており、

鼻腔内真菌症と比べて予後は不良であるι7)。そのた

め、腫療と畏;菌症の鑑別は、治療法の選択や飼い主

へのインフォームド ・コンセントの際に非常に重要

となる。

鼻Jj空内真菌症の診断は、 X線検査、真l岩崎養検査 ・

1m. y青s-Dグノレカン濃度担1)i1::などによりれわれるが、

近年ではX線CT検査を用いた診断法の有用性が報

告されている。Saundersらは、鼻昨内アスペノレギノレ

ス感染症は、 X線CT検査にて鼻巾介の重度な破壊、

I:Jlj頭i同粘膜の肥厚 ・;1次部組織の増生といった特徴的

な所見を示すと報告している2)。本症例のX線CT検

査においても、同様の所見が認められ、真菌感染症

が疑われたものの、鼻汁 ・鼻粘膜を糾料とした複数

回の細胞診と真菌培養では真菌の存在を碓認する

ことができなかった。

Lorenziらは、鼻m::内アスペノレギノレス症において、

異なる採1司法による細胞診での菌糸の検出感度を

比較している。その岸六}1~、鼻 f十の白:接塗抹(133%) 

と盲目的な鼻腔内スワプ (20%)で-は菌糸の検出感

度は低く、そのー方で、 目視下でのブラシ性検

(93%)、生検材料の圧平標本 (100%)では菌糸の検

出感度が高かった。この結果は、採材方法により診

断精度が異なることを示している日)。またBillenら

は、真菌培養における採材方法と適した崎養条件に

ついて報告している。この報告によれば、真菌を検

出するためのj特養検査に適したよ音養温度は37
0
Cで

あり、この条件|ごにおける真菌プラークのアスペノレ

ギルス検出感度は88%、!f.!f具'I.tは100%であり、鼻腔

粘膜で、の検出感度は75%、特異性は100%であった。
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さらに、鼻汁は培養材料として適さないことを報告

している九木症例において、真菌情養と細胞診に

用いた検査材料は、鼻汁と盲 l三|的な鼻粘膜スワブで

あり、検l中\~~度の高い材料で、はなかった。 また、士官;

養材料の温度条件などについても適切な取り扱い

ができていなかった可能性も考えられ、術前検査に

おいて真菌感染のiiJE明が困難であったことの要因

になったと考えられた。そのため、真南培養 ・細胞

診を実施する|際には、適した生検材料や採材法、培

養条件を理解したうえで十jう必要があ ると考えら

れた。

鼻腔内真菌症の治療は、クロトリマゾーノレの鼻腔

内浸漬ーが推奨されており、奏効率は85-90%と報泊

されている。また、イトラコナゾーノレ内服も効果的

であり、奏効率は60-70%と報告されている 10)。木

症例も試験的な外科手術と、抗真菌薬を併朋した結

巣、予後は恨めて良好であり、現在のところ治療後

3年4ヵ月が経過するが、臨床航状の再発を認めてい

ない。

本航例の診断と治療に|羽する臨床的な経験によ

り、長:!i'治性の慢性二鼻出 IUJ.を呈す症例において、微生

物学的検査や血清学的検査により、真菌が検出され

なくても、 X線CT検査は真菌感染症に特徴的な所見

を提不することが示唆され、本疾患の診断の一切Jと

して有用な検査手段であると考えられた。また鼻腔

や前頭洞切開術により、診断に対して適切な生検材

料を採取 し、真菌感染を速やかに確定 した後に、 効

果的な治療を実施することが重要と考えられた。
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