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動物の腫瘍 インフォメーション・シート ⑥ 

犬の鼻腔腫瘍 

「鼻腔腫瘍」とは、鼻の中から発生する腫瘍の総称で、進行すると眼や脳を圧

迫したり、皮膚を破って表面に出てきたりします。鼻腔腫瘍の多くは悪性腫瘍

であり、比較的進行が速いため、本腫瘍が疑われている場合には、早めに精密

検査を受けることが重要です。ここでは、犬の鼻腔腫瘍について、診断方法や

治療の選択肢をご説明します。ご希望にあった治療法を選択していただく際に

参考にしていただければ幸いです。 

 

１．「鼻腔」や「副鼻腔（前頭洞）」とは、どこのことですか？ 

  「鼻腔」とは鼻の中のこと、「副鼻腔」とは鼻腔の奥でにつながっている、

おでこの内部の空洞部分のことを指します。副鼻腔のことを「前頭洞」と呼ぶ

こともあります。鼻腔や副鼻

腔（前頭洞）に発生した腫瘍

のことを合わせて「鼻腔腫瘍」

とよびます。鼻腔腫瘍には、

いくつかの種類があり、 

 ・腺癌 

 ・軟骨肉腫 

 ・扁平上皮癌 

 ・未分化癌 

 ・骨肉腫 

 ・未分化肉腫 

などといった名前がついてい

ます。 

２．どんな症状がでるの？ 

鼻腔や副鼻腔に腫瘍ができると、 

・くしゃみ/鼻水 

・鼻出血（鼻血） 

・鼻梁（鼻筋のあたり）の膨隆や変形 

・眼球の突出 

などの症状がでます。くしゃみや鼻血は単なる

鼻炎でも出ることがありますが、だんだんひど

くなったり、鮮血が出たりする場合には注意が必要です。 
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３．鼻腔腫瘍とはどんな腫瘍ですか？悪性ですか？ 

  犬の鼻腔腫瘍のほとんどは悪性腫瘍です。悪性の度合いは腫瘍の種類ごとに

多少異なり、 

 ・腺癌、軟骨肉腫 …悪性度が低い。転移することはまれ。進行は遅め。 

 ・扁平上皮癌、移行癌、未分化癌 …悪性度が高く、進行が速い。 

といった腫瘍ごとの特徴があります。ただし、どの腫瘍も悪性であることに変

わりはなく、治療せずに進行させてしまうと命に関わる問題を起こします。 

 鼻腔腫瘍の中には、肺やリンパ節に転移してしまうものもまれにみられます

が多くはなく、鼻腔腫瘍の治療においては、原発部位（鼻腔内）における腫瘍

の増大をいかにコントロールするかが最重要となります。 

 

４．進行するとどうなるのですか？ 

  鼻腔腫瘍が進行すると、

鼻腔の外へと腫瘍が進運

していきます。これにより、

鼻腔と接している脳や眼

球が腫瘍で圧迫されてし

まいます。右の図は、鼻腔

腫瘍症例の MRI 画像です

が、腫瘍が頭蓋内へと浸潤

して脳を後ろへと圧迫し

ています。 

 最終的には、 

 ・発作や沈鬱などの神経症状 

 ・眼球の突出や痛みからくる食欲不振 

 ・コントロールできない鼻出血 

などが問題となって亡くなるまたは安楽死に至るケースが多くみられます。 

 

５．診断に必要な検査は何ですか？ 

 鼻腔腫瘍を疑う症状がある場合には、CT 検査と組織生検（病理検査）を実施

して診断を確定します。 

CT 検査では、鼻腔内に腫瘍ができているかどうかだけでなく、腫瘍が脳を圧

迫し始めているかどうか、リンパ節や肺に転移しているかどうかなどの情報も

同時に得られます。また、治療として放射線治療を実施する場合には、CT の画

像データを放射線治療のシミュレーションにも利用します。CT 検査により鼻腔

内に腫瘍が確認された場合には、その組織の一部を特殊な器具で採材し、病理
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検査に供します。病理検査は、腫瘍の種類（腺癌、軟骨肉腫、など）を特定す

るために行います。組織生検は通常は CT 検査のための麻酔下で同時に行いま

す。採材によって検査後一時的に鼻水に血が混じることがありますが、自然に

治まります。 

費用は一概にはいえませんが、血液検査料・麻酔料・CT 検査料・病理検査料

金などを合わせて約７～8 万円程度が目安です。 

 

６．どんな治療法がありますか？ 

 鼻腔腫瘍に対する現在推奨されている治療法は放射線治療になります。ただ

し、放射線治療を実施しても予後が悪いタイプに対しては、他の治療法を併用

することもあります。動物の場合には、放射線治療は全身麻酔下で行います。

現在では放射線治療装置の性能が向上したおかげで、1 回あたりの麻酔時間は

10 分弱で済むようになっており、麻酔による動物の負担はかなり軽くなってい

ます。 

 放射線治療には、大きく分けて「緩和的放射線治療」と「根治的放射線治療」

とがあり、それぞれ異なったスケジュールで放射線治療を行います。 

「根治的放射線治療」とは．．． 

・最大限の治療効果を意図した放射線治療のスケジュールであり 

・初期の小さな腫瘍では３日間の連日照射による“定位照射” 

・進行した大きな腫瘍では３週間（月～金:週５回）の“分割照射” 

で治療します。治療効果が高い反面、放射線治療による副作用（目の周りの皮

膚炎や口内炎など）も多少強めに出ることがあります。 

「緩和的放射線治療」とは．．． 

・治療費の麻酔負担の軽減を意図した放射線治療のスケジュールであり、 

・1 週間に 1 回、合計 4 回の照射を行います 

・腫瘍が進行していて、根治的放射線治療をしても予後が悪い場合や 

・費用面や通院面で制約があるケースで用います。 

・治療成績は根治的放射線治療よりも劣ります。 

 放射線治療にかかる大まかな費用は、分割照射（週 5 回で計 15 回照射）で約

55 万円、定位照射（3 日間で 3 回照射）で約 37 万円、緩和照射（週 1 回で

計 4 回照射）で約 26～28 万円です。 

 

７．治療効果がでるのにどれくらいかかりますか？ 

 鼻腔腫瘍の多くは、放射線治療後3～６か月程度で腫瘍の縮小がみられます。

これ以降は再増大する症例もいれば、縮小したまま再発しない症例もいます。

治療によって腫瘍が縮小したのかどうか、治療後に腫瘍の再増大が起こってい
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るのかどうかは、CT 検査で確認していきます。通常は治療後 6 週間、3 か月、

6 か月、9 か月、12 か月といったタイミングで CT 検査を実施していき、再増

大がみられた場合には再治療を検討することとなります。 

 

 

８．どの程度腫瘍をコントロールできますか？治ることはありますか？ 

 腫瘍が初期ステージであるほど、根治または長期制御が可能な確率は高くな

り、進行ステージであるほど腫瘍の長期コントロールは難しくなります。 

 鼻腔腫瘍を放射線治療で治療した場合、 

 ・腫瘍の種類 

 ・腫瘍の進行度合い（特に脳を圧迫しているかどうか） 

 ・放射線治療のプロトコル（「根治的」か「緩和的」か） 

が生存期間に影響します（※当センターの治療データですので、他院での治療

の際には当てはまらないかもしれません）。これらの生存期間に影響する因子を

“予後因子”と呼びますが、あてはまる予後因子の数別に当センターでの治療

成績を示します。 

予後因子 スコア 0 スコア１ 

腫瘍の種類 腺癌または軟骨肉腫 それ以外の未分化な腫瘍 

脳の圧迫や浸潤 なし あり 

放射線治療のタイプ 根治的放射線治療 

＝分割照射 または 

 定位照射 

緩和的放射線治療 

それぞれのスコアの合計（0、1、2、または 3）別に予後をまとめると、次ペ

ージの表とグラフのようになります。 
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スコアの合計 生存期間中央値 1 年生存率 

０ 552 日 ７５％ 

１ 281 日 ４１％ 

２ 189 日 ２１％ 

３ 162 日 ０％ 

鼻腔腫瘍の治療法（根治ｖｓ緩和的放射線治療）を検討する上で参考にしてく

ださい。ただし、上記の数字はあくまでも平均的な予後ですので、個々のケー

スでは必ずしも予想通りにならない場合があります。 

 

９．副作用はありますか？ 

 鼻腔腫瘍に対する放射線治療の副作用には、治療中に出る副作用と、治療終

了後数か月～数年ででる副作用とがあります。 

治療中に出る副作用：（治療開始2週間で出始め、通常1～2週間で治まります） 

 ・皮膚炎（特に腫瘍が大きい場合） 

 ・口内炎 

 ・結膜炎  

治療後数か月で出る副作用：一度発症すると自然治癒はしません。 

 ・白内障（日常生活で問題となることはまれです） 

 ・ドライアイ（目薬で対処が必要となります） 

 ・失明（両目とも失明することはまれですので、あまり問題になりません） 

 ・骨や皮膚の壊死（腫瘍が広範囲に浸潤している場合や、放射線治療を 2 回
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以上繰り返し受けた場合にみられることがあります。） 

 ・脳障害（初回の治療で発症する確率は 5％未満ですが、放射線治療を 2 回

以上繰り返し受けた場合にみられることがあります。）  

放射線治療による副作用は、初回治療で問題となることは多くはありません

（特に次に説明する最新の手法で治療した場合には）。ただし、鼻腔腫瘍は再発

率が高いため、再発時に再度放射線治療を実施することがあり、その場合には

初回よりもこれらの副作用が発生するリスクが高くなってしまいます。 

 

１０．最新の放射線治療が良く効くと聞いたのですが？ 

 従来の放射線治療装置（リニアック）よりも高精度に腫瘍を治療できる装置

が注目されています。強度変調放射線治療（IMRT）、トモセラピー、VMAT と

呼ばれるものさまざまな手法が挙げられますが、これらの最新治療では、腫瘍

を正確に狙い撃ちすることで、眼球や脳といった正常組織に対する不要な照射

を避けることができ、治療の副作用を大幅に軽減することができます。これら

を総称して“高精度放射線治療”と呼びます。高精度放射線治療の詳細に関し

ては、当センターホームページ内にある放射線治療関するご案内

https://www.vetmed.hokudai.ac.jp/VMTH/department/radiotherapy/i

nfo1.html を参照ください。 

    従来の放射線治療         VMAT を用いた放射線治療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 残念ながら、犬の鼻腔腫瘍の治療においては、IMRT、トモセラピー、VMAT

が治療効果（＝生存期間）を向上させるというエビデンスはありません。これ

らの最新治療法の利点は、治療効果の増強ではなく、治療の副作用を軽減する

ことにあります。また、VMAT 法は、照射時間が非常に短いため、麻酔時間を

短縮でき、動物の負担を軽減できるというメリットもあります。 

おわりに 

 本資料に書ききれない詳しい情報は、直接診察室でご説明いたします。わか

らない部分があれば遠慮なく当センター担当医にご相談ください。 
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