
JP WO2007/129515 A1 2007.11.15

(57)【要約】
　麻酔システムは、麻酔ガスを供給するとともに人工呼
吸動作を行う主装置（１０）と、小動物を収容可能な麻
酔ガス導入用の導入ボックス（２０）と、導入ボックス
（２０）に接続された麻酔ガス処理部（３０）と、挿管
部５３を有する呼吸回路チューブ（５０）を備えている
。主装置（１０）は、第１出口（１０ａ）と、第２出口
（１０ｃ）と、戻り口（１０ｂ）と、戻り口と第２出口
とを連ねる連絡通路（１７）を有している。第１出口（
１０ａ）から出た麻酔ガスは、呼吸回路チューブ（５０
）を経て戻り口（１０ｂ）に戻り、連絡通路（１７）を
経て第２出口（１０ｃ）から出て、供給チューブ（６０
）を通り導入ボックス（２０）に送られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ア）第１、第２出口（１０ａ，１０ｃ）と、戻り口（１０ｂ）と、戻り口と第２出口と
を連ねる連絡通路（１７）を有し、第１出口から麻酔ガスを供給するとともに人工呼吸動
作を行う主装置（１０）と、
（イ）小動物を収容可能な麻酔ガス導入用の導入ボックス（２０）と、
（ウ）上記導入ボックスに接続された麻酔ガス処理部（３０）と、
（エ）吸気部（５１）と、呼気部（５２）と、吸気部の下流端と呼気部の上流端に接続さ
れる挿管部（５３）とを有し、吸気部の上流端が上記主装置（１０）の第１出口（１０ａ
）に接続され、呼気部の下流端が上記主装置の戻り口（１０ｂ）に接続される呼吸回路チ
ューブ（５０）と、
（オ）上流端が上記主装置（１０）の第２出口（１０ｃ）に接続され、下流端が上記導入
ボックス（２０）に接続され、第２出口からの麻酔ガスを導入ボックスに送る供給チュー
ブ（６０）と、
　を備えたことを特徴とする麻酔システム。
【請求項２】
　上記主装置（１０）は、上記第１出口（１０ａ）に接続された通路（１１ａ）と、第２
出口（１０ｃ）に接続された通路（１６）を有し、麻酔ガスをこれら通路のいずれかに選
択的に供給することを特徴とする請求項１に記載の麻酔システム。
【請求項３】
　上記主装置（１０）は、上記第１出口（１０ａ）に接続される主通路（１１）を有して
おり、この主通路には、麻酔ガスを供給する麻酔ガス供給部（１５）が設けられ、上記連
絡通路（１７）には、この連絡通路を開閉する呼気弁（ＳＶ３）が設けられており、この
呼気弁の開閉の繰り返しにより、人工呼吸動作を実行することを特徴とする請求項１に記
載の麻酔システム。
【請求項４】
　上記主装置（１０）は、上記麻酔ガス供給部（１５）の下流側で主通路（１１）から分
岐して上記第２出口（１０ｃ）に接続された分岐通路（１６）と、この分岐点に設けられ
た切替弁（ＳＶ２）とを有しており、この切替弁により、上記第１出口（１０ａ）に連な
る主通路の下流部（１１ａ）と、上記第２出口に連なる上記分岐通路を選択することを特
徴とする請求項３に記載の麻酔システム。
【請求項５】
　上記麻酔ガス供給部（１５）は、主通路（１１）に上流側から順に設けられたエアポン
プ（１２ｂ）と、流量制御部（１２ｃ）と、麻酔液気化部（１４ａ）とを有するとともに
、この流量制御部を迂回して主通路に接続されたバイパス通路（１３）と、バイパス通路
に設けられてバイパス通路を開閉するバイパス弁（ＳＶ１）を有することを特徴とする請
求項４に記載の麻酔システム。
【請求項６】
　上記供給チューブ（６０）の下流端には小動物の鼻に被せられるマスク（６１）が取り
付けられ、このマスクを介して供給チューブの下流端が上記導入ボックス（２０）に着脱
可能に接続されることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の麻酔システム。
【請求項７】
　上記導入ボックス（２０）が、上部開口を有するボックス本体（２１）と、上部開口を
開閉する蓋（２２）とを有し、上記マスク（６１）を上記導入ボックス内に収容すること
により、上記供給チューブ（６０）の下流端が上記導入ボックスに接続されることを特徴
とする請求項６に記載の麻酔システム。
【請求項８】
　上記ボックス本体（２１）の周壁の上縁に、上記供給チューブ（６０）を挿入するため
の切欠（２１ａ）が形成されていることを特徴とする請求項７に記載の麻酔システム。
【請求項９】
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　上記導入ボックス（２０）の蓋（２２）の縁部に、上記供給チューブ（６０）を挿入す
るための切欠（２２ｘ）が形成されていることを特徴とする請求項７に記載の麻酔システ
ム。
【請求項１０】
　上記ボックス本体（２１）には仕切板（２８）が着脱可能に設けられ、この仕切板によ
りボックス本体に小空間（２９）が形成されることを特徴とする請求項７に記載の麻酔シ
ステム。
【請求項１１】
　さらに、挿管チューブを小動物の気管に挿入する際に小動物をセットするための挿管台
装置（４０）を備え、この挿管台装置には、曲げ可能なアーム（４５ａ）の一端が取り付
けられ、このアームの他端に、上記マスク（６１）を着脱可能に把持するクランプ具（４
５ｃ）が設けられていることを特徴とする請求項６～１０のいずれかに記載の麻酔システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラットやマウス等の小動物に麻酔をかけるとともに人工呼吸を行う麻酔シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小動物に麻酔をかけ人工呼吸を施しながら各種の実験もしくは施術を行うことは公知で
ある。本出願人の出願に係わる下記の特許文献１の図３には、麻酔システムが開示されて
いる。この麻酔システムを特許文献１の符号を参照しながら説明する。麻酔ガス供給部は
、上流側から順に、エアポンプ１と、マスフローコントローラ２と、麻酔液を気化させる
ための気化器３とを有している。
【０００３】
　上記麻酔システムは、さらに呼吸回路４を有している。この呼吸回路４の途中に、小動
物の気管に挿入するための挿管部９が接続されている。上記麻酔ガス供給部からの麻酔ガ
スは、呼吸回路４の吸気側および挿管部９を介して小動物に供給される。呼吸回路４の呼
気側には圧力センサ６と呼気弁５が接続されている。呼気弁５が閉じられると、麻酔ガス
が小動物に送られて小動物の吸気が行われる。圧力センサ６が設定圧力を検出した時に呼
気弁５が開かれ、小動物の呼気が行われる。上記呼気弁５の閉じ動作は一定時間間隔で繰
り返し行われ、これにより麻酔をかけながら人工呼吸を行うことができる。
【０００４】
　さらに上記麻酔システムは、小動物を収容する導入ボックス１１を備えている。この導
入ボックス１１は上記呼吸回路４の吸気側から分岐する分岐通路の下流端に接続されてお
り、この分岐点には切替弁１０が設けられている。この切替弁１０が分岐通路を選択した
時には、導入ボックス１１に麻酔ガスが導入され、導入ボックス１１内に収容された小動
物に麻酔をかけることができる。
【０００５】
　上記麻酔システムはさらに、呼気弁５の出口およびボックス１１に、それぞれ接続され
麻酔ガスを吸着する吸着カラム１２，１３を備えている。これにより、呼気弁５や導入ボ
ックス１１から室内に麻酔ガスが放出されるのを、回避ないしは抑制する。
【特許文献１】特開２００５－２７９２１８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１の図３に示す麻酔システムでは、呼気弁５の出口およびボックス１１に
対して、別個に麻酔ガス処理が必要であり、その処理のための構成が複雑になる欠点があ
った。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の麻酔システムは、上記課題を解決するためになされたもので、
（ア）第１、第２出口と、戻り口と、戻り口と第２出口とを連ねる連絡通路を有し、第１
出口から麻酔ガスを供給するとともに人工呼吸動作を行う主装置と、
（イ）小動物を収容可能な麻酔ガス導入用の導入ボックスと、
（ウ）上記導入ボックスに接続された麻酔ガス処理部と、
（エ）吸気部と、呼気部と、吸気部の下流端と呼気部の上流端に接続される挿管部とを有
し、吸気部の上流端が上記主装置の第１出口に接続され、呼気部の下流端が上記主装置の
戻り口に接続される呼吸回路チューブと、
（オ）上流端が上記主装置の第２出口に接続され、下流端が上記導入ボックスに接続され
、第２出口からの麻酔ガスを導入ボックスに送る供給チューブと、
　を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　上記構成によれば、主装置の第１出口から出た麻酔ガスは、呼吸回路チューブを経て戻
り口に戻り、連絡通路を経て第２出口から出て、供給チューブを通り導入ボックスに送ら
れ、麻酔ガス処理部で処理することができる。そのため、麻酔ガス処理のための構成が簡
略化される。
【０００９】
　好ましくは、上記主装置は、上記第１出口に接続された通路と、第２出口に接続された
通路を有し、麻酔ガスをこれら通路のいずれかに選択的に供給する。この構成によれば、
麻酔ガスを、呼吸回路チューブを経ずに直接第２出口から供給チューブを介して導入ボッ
クスに供給することができ、挿管作業前等に導入ボックス内で小動物に効率良く麻酔をか
けることができる。
【００１０】
　好ましくは、上記主装置は、上記第１出口に接続される主通路を有しており、この主通
路には、麻酔ガスを供給する麻酔ガス供給部が設けられ、上記連絡通路には、この連絡通
路を開閉する呼気弁が設けられており、この呼気弁の開閉の繰り返しにより、人工呼吸動
作を実行する。
【００１１】
　好ましくは、上記主装置は、上記麻酔ガス供給部の下流側で主通路から分岐して上記第
２出口に接続された分岐通路と、この分岐点に設けられた切替弁とを有しており、この切
替弁により、上記第１出口に連なる主通路の下流部と、上記第２出口に連なる上記分岐通
路を選択する。この構成によれば、麻酔ガスを呼吸回路チューブを経ずに分岐通路、第２
出口、供給チューブを介して導入ボックスに供給することができ、挿管作業前等に導入ボ
ックス内で小動物に効率良く麻酔をかけることができる。
【００１２】
　好ましくは、上記麻酔ガス供給部は、主通路に上流側から順に設けられたエアポンプと
、流量制御部と、麻酔液気化部とを有するとともに、この流量制御部を迂回して主通路に
接続されたバイパス通路と、バイパス通路に設けられてバイパス通路を開閉するバイパス
弁を有することを特徴とする。これによれば、例えば人工呼吸時において、バイパス弁を
閉じることにより、流量制御部で設定流量に制御された麻酔ガスを供給することができる
。また、導入ボックスで小動物に麻酔をかける時には、バイパス弁を開いて大流量の麻酔
ガスを導入ボックスに供給することができる。
【００１３】
　好ましくは、上記供給チューブの下流端には小動物の鼻に被せられるマスクが取り付け
られ、このマスクを介して供給チューブの下流端が上記導入ボックスに着脱可能に接続さ
れる。これによれば、マスクを介して導入ボックス内の小動物に麻酔ガスを供給すること
ができ、必要に応じてマスクを導入ボックスから外して小動物の鼻に被せることにより小
動物に麻酔ガスを供給することもできる。
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【００１４】
　好ましくは、上記導入ボックスが、上部開口を有するボックス本体と、上部開口を開閉
する蓋とを有し、上記マスクを上記導入ボックス内に収容することにより、上記供給チュ
ーブの下流端が上記導入ボックスに接続される。これによれば、蓋の開閉によりマスクの
導入ボックスへの着脱作業が容易である。
【００１５】
　好ましくは、上記ボックス本体の周壁の上縁に、上記供給チューブを挿入するための切
欠が形成されている。これによれば、マスクを導入ボックスに収容し蓋を閉じた状態にお
いて、導入ボックスからの麻酔ガスの漏れを抑制ないしは回避することができる。
【００１６】
　好ましくは、上記導入ボックスの蓋の縁部に、上記供給チューブを挿入するための切欠
が形成されている。これによれば、マスクを導入ボックスに収容し蓋を閉じた状態におい
て、導入ボックスからの麻酔ガスの漏れを抑制ないしは回避することができる。
【００１７】
　好ましくは、上記ボックス本体には仕切板が着脱可能に設けられ、この仕切板によりボ
ックス本体に小空間が形成される。これによれば、仕切板を外した状態で導入ボックスに
ラット等を収容することができ、仕切板を取り付けた状態で導入ボックスの小空間にマウ
ス等を収容することができる。
【００１８】
　好ましくは、さらに、上記挿管部を小動物の気管に接続する際に小動物をセットするた
めの挿管台装置を備え、この挿管台装置には、曲げ可能なアームの一端が取り付けられ、
このアームの他端に、上記マスクを着脱可能に把持するクランプ具が設けられている。こ
れによれば、小動物の鼻にマスクを被せたまま、このマスクをアームによって支持するこ
とができるので、作業者がマスクから手を離すことができ、作業性が向上する。
【発明の効果】
【００１９】
　小動物用の麻酔システムにおける麻酔ガス処理のための構成を簡略化することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係わる麻酔システムの一実施例を示す概略図である。
【図２】上記麻酔システムの主装置の内部構造を示す回路図である。
【図３】上記麻酔システムの導入ボックスを一部切り欠いて示す斜視図である。
【図４】上記導入ボックスの要部を示す拡大縦断面図である。
【図５】上記麻酔システムの挿管台装置を示す斜視図である。
【図６】上記挿管台装置を、アームを取り付けた状態で示す平面図である。
【図７】上記挿管台装置を、上記アームの他に第１、第２支持ブロックおよび引掛け具を
取り付けた状態で示す平面図である。
【図８】図７においてVIII－VIII線に沿う横断面図である。
【図９】上記第１支持ブロックの側面図である。
【図１０】上記挿管台装置に他の第１、第２支持ブロックを取り付けた状態を示す平面図
である。
【図１１】挿管作業に用いられる喉頭鏡の側面図である。
【図１２】上記喉頭鏡の背面図である。
【図１３】小動物を上記導入ボックス内に収容して麻酔をかける工程を示す概略図である
。
【図１４】上記挿管台装置にセットされた小動物の鼻にマスクを被せて麻酔をかける工程
を示す概略図である。
【図１５】上記挿管台装置において小動物に挿管を施す工程を示す概略図である。
【図１６】小動物を挿管状態で実験台にセットする工程を示す概略図である。
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【図１７】小動物が覚醒した場合の再麻酔工程の一例を示す概略図である。
【図１８】小動物が覚醒した場合の再麻酔工程の他の例を示す概略図である。
【図１９】小動物が覚醒した場合の再麻酔工程のさらに他の例を示す概略図である。
【図２０】導入ボックスの他の例を一部切り欠いて示す斜視図である。
【図２１】導入ボックスのさらに他の例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００２１】
１０　主装置
１０ａ　第１出口
１０ｂ　戻り口
１０ｃ　第２出口
１１　主通路
１１ａ　主通路の下流部
１２ｂ　エアポンプ
１２ｃ　マスフローコントローラ（流量制御部）
１３　バイパス路
１４ａ　気化器（麻酔液気化部）
１５　麻酔ガス供給部
１６　分岐通路
１７　連絡通路
２０、２０Ａ，２０Ｂ　導入ボックス
２１　ボックス本体
２１ａ　切欠
２２　蓋
２２ｘ　切欠
３０　麻酔ガス吸着器（麻酔ガス処理部）
４０　挿管台装置
４２　支持台
４２ａ～４２ｄ　縦溝
４５ａ　アーム
４５ｃ　クランプ具
４６　第１支持ブロック
４６ａ　突起
４６ｂ　支持溝
４７　第２支持ブロック
５０　呼吸回路チューブ
５１　吸気部
５２　呼気部
５３　挿管部
６０　供給チューブ
６１　マスク
ＳＶ１　バイパス弁
ＳＶ２　切替弁
ＳＶ３　呼気弁
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態について図１～図１９を参照しながら説明する。図１に示す
ように、小動物用の麻酔システムは、主装置１０と、麻酔ガス導入ボックス２０と、麻酔
ガス吸着器３０（麻酔ガス処理部）と、挿管台装置４０と、呼吸回路チューブ５０と、供
給チューブ６０と、排出チューブ７０とを備えている。
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【００２３】
　主装置１０は、ハウジング１０ｘを有し、このハウジング１０ｘ内に後述する種々の構
成要素と、これら構成要素を連ねる配管構造を組み込むことにより、１つのユニットとし
て構成されている。ハウジング１０ｘには、第１出口１０ａと、戻り口１０ｂと、第２出
口１０ｃが設けられている。また、ハウジング１０ｘには、電源スイッチ、モード切替ス
イッチ、麻酔スイッチ、人工呼吸スイッチ、流量設定部（いずれも図示しない）が設けら
れており、内部にはこれらスイッチ等に応答して内部の構成要素を制御する制御部（図示
しない）が収容されている。
【００２４】
　上記呼吸回路チューブ５０は、フレキシブルな樹脂チューブからなる吸気部５１および
呼気部５２と、吸気部５１の下流端と呼気部５２の上流端に接続された短い挿管部５３と
を有している。吸気部５１の上流端は上記主装置１０の第１出口１０ａに着脱可能に接続
され、呼気部５２の下流端は戻り口１０ｂに着脱可能に接続されるようになっている。上
記挿管部５３は、後述するように小動物の気管に接続されるものである。
【００２５】
　上記供給チューブ６０の一端すなわち上流端は、上記主装置１０の第２出口１０ｃに着
脱可能に接続されており、その他端すなわち下流端にはマスク６１が取り付けられている
。このマスク６１は上記導入ボックス２０に着脱可能に収容できるようになっている。
　上記排出チューブ７０は、上記導入ボックス２０と麻酔ガス吸着器３０とを接続する。
麻酔ガス吸着器３０は、活性炭等の麻酔ガス吸着材を内蔵している。
【００２６】
　上記主装置１０の内部構造について図２を参照しながら説明する。なお、この内部構造
の配管は通路と称して説明する。主装置１０は、主通路１１を有している。この主通路１
１には上流側から順にエアフィルタ１２ａ、エアポンプ１２ｂ、マスフローコントローラ
１２ｃ（流量制御部）が設けられており、主通路１１の下流端が第１出口１０ａに接続さ
れている。
【００２７】
　上記主通路１１には、マスフローコントローラ１２ｃを迂回するバイパス通路１３が接
続されている。このバイパス通路１３には、２方電磁弁からなるバイパス弁ＳＶ１が設け
られている。
【００２８】
　上記主通路１１には、上記マスフローコントローラ１２ｃの下流側に気化器１４ａ（麻
酔液気化部）が設けられている。この気化器１４ａには、シリンジポンプからなる注入ポ
ンプ１４ｂから、麻酔液が供給され、気化されるようになっている。したがって、気化器
１４ａの下流側から、気化した麻酔成分を含む空気からなる麻酔ガスが流れるようになっ
ている。
【００２９】
　上記説明から明らかなように、エアフィルタ１２ａ，エアポンプ１２ｂ、マスフローコ
ントローラ１２ｃ、バイパス弁ＳＶ１、気化器１４ａ，注入ポンプ１４ｂにより、麻酔ガ
ス供給部１５が構成される。
【００３０】
　上記主通路１１には、上記気化器１４ａの下流側において、分岐通路１６の上流端が接
続されている。この分岐通路１６の下流端は上記第２出口１０ｃに接続されている。
　上記主通路１１と分岐通路１６の接続点には３方電磁弁からなる切替弁ＳＶ２が設けら
れており、麻酔ガス供給部１５からのガスを、主通路１１の下流部１１ａを介して第１出
口１０ａに送るか、分岐通路１６を介して第２出口１０ｃへ送るか、選択する。
【００３１】
　主装置１０はさらに連絡通路１７を備えている。この連絡通路１７の一端すなわち上流
端が戻り口１０ｂに接続され、その他端すなわち下流端が上記分岐通路１６に接続され、
ひいては第２出口１０ｃに接続されている。連絡通路１７と分岐通路１６の接続点を図に
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おいて符号Ｃで示す。分岐通路１６の接続点Ｃより下流側の部位は、連絡通路１７の一部
をも兼ねている。
　上記分岐通路１６において上記接続点Ｃと第２出口１０ｃとの間には、ガスセンサ１８
が設けられている。
【００３２】
　上記連絡通路１７には、戻り口１０ｂと接続点Ｃとの間において、２方電磁弁からなる
呼気弁ＳＶ３が設けられている。
　さらに、主装置１０は圧力センサ１９とを備えている。この圧力センサ１９は３方電磁
弁からなる補助切替弁ＳＶ４により、主通路１１の下流部１１ａと分岐通路１６に選択的
に接続されるようになっている。
　上記呼気弁ＳＶ３と圧力センサ１９は、後述するように主装置における人工呼吸部を提
供する。
【００３３】
　図３に示すように、上記導入ボックス２０は直方体形状をなしており、小動物を収容す
るものであり、ボックス本体２１と、このボックス本体２１の上部開口を開閉する蓋２２
とを有している。これらボックス本体２１および蓋２２は透明材料により形成されている
。蓋２２は１つの縁部においてヒンジ２３によりボックス本体２１に連結され、他の３つ
の縁部にはボックス本体２１の側壁に沿う垂下鍔２２ａを有している。
【００３４】
　図３、図４に示すように、上記ボックス本体２１周壁、より具体的にはヒンジ２３が取
り付けられた側壁と異なる３つの側壁のうちの１つの側壁の上縁には、切欠２１ａが形成
されており、これに対応して蓋２２の垂下鍔２２ａの下縁には浅い切欠２２ｂが形成され
ている。
【００３５】
　上記供給チューブ６０を上記ボックス本体２１の切欠２１ａに挿入し、マスク６１をボ
ックス本体２１に収容した状態で蓋２２を閉じることができる。
　蓋２２に垂下壁２２ａが無い場合には、ボックス本体２１だけに切欠２１ａが形成され
る。
【００３６】
　図３に示すように、ボックス本体２１の側壁の上部には、接続端子２５が設けられてお
り、この接続端子２５には排出チューブ７０の上流端が接続されるようになっている。
【００３７】
　図５に示すように、上記挿管台装置４０は、水平をなす基台４１と、この基台４１の一
つの縁部に回動可能に連結された支持台４２と、この支持台４２の下面に上端が回動可能
に連結された支持杆４２ｘとを有している。この支持杆４２ｘを立ててその下端を基台４
１に載せることにより、支持台４２は４０°以上、好ましくは４０°～５０°の傾斜をな
して支持される。
【００３８】
　上記支持台４２の上面には、傾斜に沿って直線的に延びる複数例えば４本の縦溝４２ａ
～４２ｄと、これら縦溝４２ａ～４２ｄと直交する横溝４２ｅが形成されている。これら
溝４２ａ～４２ｅは、図８に示すように逆Ｔ字形の断面形状を有している。縦溝４２ａ～
４２ｄは、支持台４２の上縁に達しており、横溝４２ｅは支持台４２の側縁に達している
。なお、１本の縦溝４２ｂは他の縦溝より短い。
　支持台４２の上面には縦溝４２ａ～４２ｄの左右にねじ穴４２ｆが形成されている。
【００３９】
　図６に示すように、支持台４２の上縁部下面には上縁部に沿って延びるテープ４３が取
り付けられている。
　図７、図１０に示すように、上記テープ４３には、引掛け具４４が着脱可能にすなわち
位置調節可能に取り付けられている。この引掛け具４４は、テープ４４ａとこのテープ４
４ａに取り付けられたゴム製のリング４４ｂとを有している。上記テープ４３，４４ａは
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、協働してフックアンドループファスナーを構成する。上記リング４４ｂは小動物の上側
の前歯を引っ掛けるためのものである。
【００４０】
　図６に示すように、上記支持台４２の左右のねじ穴４２ｆには、曲げ可能で形状保持性
を有する支持アーム４５ａ，４５ｂの下端が着脱可能にねじ込まれている。一方のアーム
４５ａの上端には、通常の洗濯バサミと似た構成をなすクランプ具４５ｃが取り付けられ
ている。このクランプ具４５ｃには、図７、図１０に示すようにマスク６１が着脱可能に
クランプされる。他方の支持アーム４５ｂは予備のためのものであり、その上端に例えば
ランプを取り付けたり、サイズの異なるマスクをクランプするためのクランプ具を取り付
けることができる。
【００４１】
　図７～図９に示すように、上記支持台４２には、小動物例えばラットを支持するための
左右一対の第１支持ブロック４６と、もう一つの第２支持ブロック４７とを、着脱可能に
装着することができる。
　左右の第１支持ブロック４６は、細長い板形状をなし、下縁に沿って延びる断面逆Ｔ字
形の突起４６ａを有している。また、第１支持ブロック４６の一端近傍の一方の側面には
突起４６ａと直交する方向に延びる支持溝４６ｂが形成されている。
【００４２】
　左右の第１支持ブロック４６は、その突起４６ａを支持台４２の縦溝４２ａ，４２ｄに
その上端から差し込むことにより、支持台４２に起立した状態で支持される。第２支持ブ
ロック４７は、左右の第１支持ブロック４６の支持溝４６ｂにその上端から差し込むこと
により、起立状態で支持される。その結果、支持ブロック４６，４７によりラットを収容
する空間４８が形成される。
　上記第２支持ブロック４７は、ラットの体重を支持するものであり、その下縁には切欠
４７ａが形成されており、この切欠４７ａにラットの尻尾を挿通させるようになっている
。
【００４３】
　図７、図８には、比較的大きいラットを支持する場合の支持ブロック４６、４７の装着
例を示したが、比較的小さいラットの場合には、左右の第１支持ブロック４６を、支持台
４２の縦溝４２ａ，４２ｃに装着する。この場合には第２支持ブロック４７は図示のもの
より若干小さい寸法のものを用いる。
【００４４】
　ラットの代わりにマウスを支持する場合には、図１０に示すように他の支持ブロック４
６’、４７’を用いる。これら支持ブロック４６’、４７’は、支持ブロック４６，４７
より寸法が小さいものの、同様の形状を有している。左右の第１支持ブロック４６’の突
起は、支持台４２の縦溝４２ａ，４２ｂに挿入される。これら支持ブロック４６’、４７
’により、マウス用の小さな収容空間４８’が形成される。
　なお、上記マウスの場合には、引掛け具４４の位置は右寄りになる。
【００４５】
　上記支持台４２の横溝４２ｅには、ピンセットや鋏等を支持する支持ブロック（図示し
ない）を、上記支持ブロック４６，４７と同様にして取り付けることができる。
【００４６】
　図１１、図１２は、小動物への挿管作業を行う時に用いる喉頭鏡８０を示す。この喉頭
鏡８０は、中間部で互いに回動可能に連結された一対のハンドル８１を有している。この
ハンドル８１の基端部間にはバネ８２が設けられており、このバネ８２の力でハンドル８
１の先端部を閉じ方向に付勢している。各ハンドル８１の先端部にはハンドル８１とほぼ
直交する方向に延びるくちばし形状の挿入部８３が形成されている。
【００４７】
　一方の挿入部８３の内面には、挿入部８３の長手方向に延びる管部８４が形成されてお
り、この管部８４には１本の光ファイバー８５の先端部が挿入されている。この光ファイ
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バー８５の基端は光源に接続されている。喉頭鏡８０の一対の挿入部８３を小動物の口腔
に挿入して開き、光ファイバー８５からの光で小動物の口腔内を照らしながら、図示しな
い挿管チューブを小動物の気管に挿入する。
【００４８】
　次に、上記麻酔システムを用いた小動物に対する麻酔および人工呼吸について説明する
。
　電源スイッチをオンすると、主装置１０の各種構成要素の動作チェックを行う。その後
、４つの電磁弁ＳＶ１～ＳＶ４をオフに戻し、図２の状態にする。この状態で、圧力セン
サ１９は主通路１１の下流部１１ａ，呼吸回路チューブ５０の吸気部５１，挿管部５３を
介して大気に連通しており、この状態で圧力センサ１９のゼロ点補正が行われる。
【００４９】
　作業者は、図１３に示すように導入ボックス２０のボックス本体２１に小動物Ａを収容
し、供給チューブ６０をボックス本体２１の切欠２１ａに挿入しマスク６１をボックス本
体２１に収容して、蓋２２を閉じる。これにより、導入ボックス２０は略密閉状態で小動
物Ａを収容することができる。
【００５０】
　次に、モード切替スイッチを「導入」モードにするとともに、麻酔スイッチをオンする
。これにより、エアポンプ１２ｂが駆動を開始するとともに、注入ポンプ１４ｂから麻酔
液が気化器１４ａに供給される。その結果、麻酔ガスがオフ状態の切替弁ＳＶ２を介して
分岐通路１６を通り、さらに第２出口１０ｃ、供給チューブ６０を通り、マスク６１から
導入ボックス２０へ供給される。
【００５１】
　上記「導入」モードの時には、バイパス弁ＳＶ１がオンして開き、大流量の空気が供給
されるとともに、注入ポンプ１４ｂから麻酔液が多く供給する。これにより、高濃度の麻
酔ガスを大量に導入ボックス２０内に充満させることができ、小動物Ａに短時間で麻酔を
かけることができる。
【００５２】
　また、「導入」モードの時には補助切替弁ＳＶ４もオンし、圧力センサ１９が分岐通路
１６に接続されるので、配管の異常等をチェックすることができる。また、ガスセンサ１
８により検出されたガス濃度が主装置１０のモニタに表示される。
　なお、この「導入」モードの時には、呼気弁ＳＶ３は切替弁ＳＶ２と同じくオフ状態を
維持される。
【００５３】
　小動物Ａに麻酔がかけられたら、上記モードスイッチを「維持」モードに切り替える。
これにより、バイパス弁ＳＶ１が閉じ、マスフローコントローラ１２ｃで制御された設定
流量の麻酔ガスが分岐通路１６を通り、さらに第２出口１０ｃ、供給チューブ６０を通り
、マスク６１から導入ボックス２０へと供給される。この「維持」モードでの麻酔ガスの
流量及び濃度は、「導入」モードの時より低い。なお、この「維持」モードにおいて、切
替弁ＳＶ２、呼気弁ＳＶ３は閉じ状態のままである。
【００５４】
　上記「導入」モード、「維持」モードにおいて、導入ボックス２０に送られた麻酔ガス
中の麻酔成分は、排出チューブ７０を介して麻酔ガス吸着器３０に送られて吸着処理され
るので、実験室内の大気に放散されることはない。
【００５５】
　次に、上記「維持モード」のまま、導入ボックス２０から小動物Ａを取り出し、図１４
に示すように小動物Ａを挿管台装置４０に仰向け状態でセットする。すなわち、図７に示
すように、支持ブロック４６，４７で形成した収容空間４８にセットする。また、マスク
６１を導入ボックス２０から取り出し、支持アーム４５ａのクランプ具４５ｃに取り付け
、支持アーム４５ａを曲げて位置調整することにより、このマスク６１を小動物Ａの鼻に
被せる。これにより、小動物Ａの麻酔を続行する。なお、導入ボックス２０で小動物Ａに
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十分麻酔をかける場合には、このマスク６１による麻酔工程を省いてもよい。
【００５６】
　上記のように、マスク６１を用いて小動物Ａの麻酔を続行している間、作業者は喉頭鏡
８０と図示しない挿管チューブを用意する。この際、マスク６１は支持アーム４５ａに支
持されているので、作業者はマスク６１を持っている必要がなく、作業効率が向上する。
【００５７】
　上記準備が終了したら、小動物Ａからマスク６１を外し、このマスク６１を導入ボック
ス２０に戻して蓋２２を閉じる。そして、図１５に示すように、引掛け具４４のリング４
４ｂを小動物の上前歯に引っ掛けて上顎を挙げ、口腔内を見やすくした状態にし、喉頭鏡
８０を用いて挿管チューブを小動物Ａの気管に挿入する。次に、呼吸回路チューブ５０の
挿管部５３を挿管チューブに接続し、挿管作業が完了する。
【００５８】
　上記挿管作業が完了した後で、図１６に示すように、小動物Ａを挿管台装置２０から実
験台９０に移す。この移し作業と相前後して、上記人工呼吸スイッチをオンする。このオ
ン操作に応答して「人工呼吸」モードが実行される。この「人工呼吸モード」では切替弁
ＳＶ２がオンするため、麻酔ガスが主通路１１の下流部１１ａを通り、第１出口１０ａか
ら呼吸回路チューブ５０の吸気部５１、挿管部５３、挿管チューブを通って、小動物Ａの
肺に供給される。また、補助切替弁ＳＶ４がオフ状態に戻されるため、圧力センサ１９は
主通路１１の下流部１１ａの圧力を検出することができる。
【００５９】
　上記「人工呼吸」モードでは、呼気弁ＳＶ３がオン、オフを繰り返す。詳述すると、呼
気弁ＳＶ３が閉じると麻酔ガスが小動物Ａに供給され、小動物Ａの吸気が実行される。こ
の吸気状態で、上記圧力センサ１９の検出圧力が設定圧力に達したら、呼気弁ＳＶ３が開
き、小動物Ａの呼気が実行される。上記呼気弁Ｖ３の閉じ動作を設定時間間隔で行うこと
により、小動物Ａに人工呼吸が施される。
【００６０】
　上記「人工呼吸」モードでは、バイパス弁ＳＶ１が閉じられており、マスフローコント
ローラ１２ｃにより制御された設定流量の麻酔ガスが供給される。なお、この設定流量お
よび麻酔成分濃度は前述した「導入」モードの場合より低い。
【００６１】
　上記「人工呼吸」モードにおいて、小動物Ａからの呼気は、麻酔成分の濃度が若干減じ
られて呼吸回路チューブ５０の呼気部５２から戻り口１０ｂに戻り、さらに連絡通路１７
、呼気弁ＳＶ３を経て第２出口１０ｃに達し、さらにこの第２出口１０ｃから供給チュー
ブ６０を経て導入ボックス２０に送られ、麻酔ガス吸着器３０で処理されるので、実験室
に麻酔ガスが充満するのを防止できる。この麻酔ガスの濃度はガスセンサ１８で検出され
、モニターに表示される。
　上記のように、「人工呼吸」モードにおいて、小動物Ａに対して麻酔を維持しながら人
工呼吸を行っている状態で、小動物Ａに対して実験もしくは施術を行う。
【００６２】
　上記挿管作業の最中または上記実験の最中に小動物Ａが覚醒し、挿管チューブが小動物
Ａから外れてしまうことがしばしば生じ、実験もしくは施術を続行することが困難になる
。この場合には、図１３に示すようにマスク６１を導入ボックス２０に収容したまま再び
小動物Ａを導入ボックス２０に戻し、最初の工程と同様に大流量高濃度の麻酔ガスを供給
して、麻酔をかけた後、図１４～図１６の工程を繰り返す。
【００６３】
　また、小動物Ａが覚醒した時に、図１７に示すように、マスク６１を導入ボックス２０
から取り出して小動物Ａの鼻に当てて再び麻酔をかけてもよい。この際、電磁弁ＳＶ２の
切替動作を行うことにより、麻酔ガスは、第１出口１０ａ，呼吸回路チューブ５０、戻り
口１０ｂを経ずに、分岐通路１６、第２出口１０ｃ、供給通路６０を通ってマスク６１か
ら供給される。この場合、麻酔ガスの流量および濃度を人工呼吸モードの時より高くする
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のが好ましい。この麻酔作業は挿管台装置４０で行ってもよい。
【００６４】
　また、小動物Ａが覚醒した時に、電磁弁ＳＶ２の切替動作を行わずに、図１８に示すよ
うに、マスク６１を導入ボックス２０から取り出して小動物Ａに当てて再び麻酔をかけて
もよい。この場合、麻酔ガスは、第１出口１０ａ，呼吸回路チューブ５０、戻り口１０ｂ
連絡通路１７を通り、さらに第２出口１０ｃ、供給チューブ６０を通ってマスク６１に供
給される。この場合、麻酔ガスの流量、濃度を高めるのが好ましい。また、挿管部５３は
キャップ９５で塞いでおくのが好ましい。
【００６５】
　また、電磁弁ＳＶ２の切替動作を行わずに、図１９に示すように、マスク６１を導入ボ
ックス２０に収容したまま、小動物Ａをこの導入ボックス２０に戻して麻酔をかけてもよ
い。麻酔ガスの流れは図１８の場合と似ているので説明を省略する。
【００６６】
　小動物Ａの実験もしくは施術を行った後に、小動物Ａを導入ボックス２０に戻した状態
で、スイッチ操作により「覚醒」モードを実行する。この覚醒モードでは、麻酔液を供給
せず、バイパス弁ＳＶ１を開くことにより、大量の新鮮な空気が、分岐通路１６、第２出
口１０ｃを経、さらに供給チューブ６０、マスク６１を経て導入ボックス２０に供給され
る。
【００６７】
　図２０は、他の態様をなす導入ボックス２０Ａを示す。導入ボックス２０Ａの内部空間
を着脱可能な仕切板２８で仕切り、小空間２９を形成する。このようにすれば、小空間２
９にマウスを入れて効率良く麻酔導入を行うことができる。ラットを収容する時には、仕
切板２８を取り外す。この例ではボックス本体２１の対向する内側面に、仕切板２８の両
側縁を嵌めるための縦溝（図示しない）が形成されている。
【００６８】
　図２１は、さらに他の導入ボックス２０Ｂを示す。この導入ボックス２０Ｂでは、蓋２
２の縁部にのみ、供給チューブ６０を挿通するための切欠２２ｘが形成されている。
【００６９】
　本発明は上記実施形態に制約されず、種々の態様を採用可能である。例えば、供給チュ
ーブの下流端にマスクを設けずに、この下流端を直接導入ボックスに接続してもよい。
　主装置の人工呼吸動作は上記実施形態に制約されない。例えば設定流量の麻酔ガスを小
動物に供給するとともに、圧力センサの圧力に依存せずに、呼気弁の閉じ動作と開き動作
を時間制御するようにしてもよい。また、呼気弁と異なる手段で人工呼吸動作を行っても
よい。
　麻酔ガス処理部は、吸着材による麻酔ガス吸着のみならず、麻酔ガスを化学変化させた
り分解するものであってもよい。また、麻酔ガス処理部は導入ボックスの麻酔ガスを屋外
に排出するチューブであってもよい。
　麻酔ガス供給部に酸素を供給することにより、酸素リッチな麻酔ガスまたは酸素と麻酔
成分からなる麻酔ガスを供給してもよい。
　導入ボックスは上記実施形態よりも大きくし、複数の小動物を収容して一度に麻酔をか
けるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、小動物の実験の際に、小動物に麻酔をかけながら人工呼吸を行うシステムに
適用される。
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