
JP 4540324 B2 2010.9.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳首内に交換可能で内径を維持できるステンレス管からなる細管部を有し、且つ乳頭部
と細管部以外の乳首部分が弾力性のある部材で充填することで成されている実験動物用人
工乳首を哺乳瓶に装着した実験動物用液体供給装置であって、哺乳瓶中に交換可能な筒状
部分を有し、該筒状部分に計量用の目盛りをつけたことを特徴とする、前記実験動物用液
体供給装置。
【請求項２】
　筒状部分に可動式の目印をつけたことを特徴とする、請求項１に記載の実験動物用液体
供給装置。
【請求項３】
　実験動物用人工乳首の乳頭部に、切れ込みまたは孔が設けられている、請求項１または
２に記載の実験動物用液体供給装置。
【請求項４】
　哺乳瓶が逆止弁を有する、請求項１～３のいずれかに記載の実験動物用液体供給装置。
【請求項５】
　哺乳瓶が、実験動物が所定量又は任意量の液体を飲む事で哺乳瓶中の内圧が陰圧となっ
て液体の流れが止まる機構を有する、請求項１～４のいずれかに記載の実験動物用液体供
給装置。
【請求項６】
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　哺乳瓶が、実験動物が所定量又は任意量の液体を飲む事で哺乳瓶中の内圧が陰圧となっ
て液体の流れが止まり、その時点で哺乳瓶外部から圧を加えることによってさらに実験動
物が液体を自発的に飲むことが可能となる機構を有する、請求項５に記載の実験動物用液
体供給装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の実験動物用液体供給装置において、実験動物（人間を
除く）の大きさや種類に応じて人工乳首の大きさ及び／又は形状を変化させることを特徴
とする実験動物用液体供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マウス乳仔等の哺育を要する実験動物に液体状の給餌物や薬液等の試験液を
自発的経口的に与える際に好適に用いられる人工乳首とその乳首と組み合わせて好適に用
いられるように設計された哺乳瓶、及び先の人工乳首と哺乳瓶からなる実験動物用液体供
給装置及びその使用方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医薬品、栄養食品、特定機能性食品等の開発研究や各種の基礎研究において実験動物を
用いてデータを取得することは必須の作業となっている。その中でもマウスやラット等の
乳仔は人で言えば目や耳が開いていない未熟児に相当し、臓器も成熟していないので薬剤
等に対する感受性が非常に高く、その為精度の高いデータの取得が期待できる。
【０００３】
この乳仔等の哺育を要する実験動物にミルク等を給餌するには胃ゾンデやカテーテルを用
いて強制的に消化管内に餌を与える方法が主流となっている。これは研究の目的に合わせ
てミルクや試験液等を投与する際に投与量や投与間隔等を制御する必要があることから採
用されているものと考えられる。しかしながらこれらの方法では例えば胃ゾンデでは咽頭
や食道への擦過傷、カテーテルではその装着に付随する創傷の発生等、生体への侵襲を避
けることはできない。その結果内臓壁の損傷等に伴って生ずる炎症により実験動物個々の
データにばらつきをもたらす可能性が高いものとなる。また特定用途ミルクの開発など実
験動物が自発的にミルクや試験液等を摂取することが研究の目的上必要である場合には強
制的な投与法である胃ゾンデ法やカテーテル法は適用できないという問題点も有していた
。またそのような研究目的でない場合でも体重が３グラムにも満たないマウスやラットの
乳仔に胃ゾンデ法やカテーテル法を施行することは、先に述べたように柔らかい咽頭や食
道、胃壁をゾンデ針で損傷してしまう可能性が特に高い。
【０００４】
従って薬剤や未熟児用ミルク等の特定用途ミルク等の開発にマウスやラットの乳仔を用い
ることは精度の高いデータが期待できる一方でミルクや試験液等をマウスやラットの乳仔
に自発的経口的に安全に単回又は繰り返し定量的に投与する方法が事実上ないという現状
があった。
【０００５】
本発明者らは実験動物に対する液体状給餌物等の投与方法を開発する過程において既に胃
ゾンデ等を用いない実験動物自らの意志で人工の乳首等を介してミルクを飲むことを可能
とする実験動物用の自動人工哺育装置を開発し報告している。例えば
【非特許文献１】。
【０００６】
その自動人工哺育装置の特徴は人工乳首の構造にあり、乳仔がミルクを飲んでいない時に
ミルクが漏出しないように人工乳首を２重構造とし、外側の乳首には先端に十字の切れ目
を付け、また内側の乳首には側面に４ヶ所のスリットを設けている。さらに口径24～26G
の針先を除いた注射針を乳首に挿入した構造を取っておりそれらの構造の組み合わせによ
りミルクの漏出防止と流れの制御を行おうとしたものである。
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【０００７】
この自動人工哺育装置も本願同様に実験動物が人工乳首に自発的に吸いつき液体状給餌物
等を経口的に摂取できるように設計されている。しかしながらこの装置には次のような問
題点が残っていた。
1) 主にラット乳仔を対象としており、より小さなマウス乳仔を対象とした場合にはその
成長に追随できない。
2) この装置では乳仔に対して必要に応じて手持ちでミルクを与えるような形態で簡便に
試験液等を与えることはできない。従ってこの装置ではラット乳仔の自発的な意志に従っ
た給餌は可能となったが必要に応じて試験液等を与える等、実験の運用上より細かく制御
された形で定期的、定量的に試験液等を与えることは難しい。
3) マウス、ラット等の小動物用の人工乳首としてはこの装置の乳首は構造が複雑すぎる
為、乳首間で性能差が出やすく給餌量等が安定しにくい。
【０００８】
先行例人工乳首の複雑な構造は先に述べたように乳首からの液体状給餌物等の漏出を防ぐ
為に工夫されたものである。しかしながら給餌量がより安定化してデータの信頼性をさら
に上げる為には単純な構造で複製しやすく、且つ性能も優れている乳首とその乳首に適合
するように組み上げられた実験動物用の液体供給方法やその為の装置が求められていた。
【０００９】
【非特許文献１】静岡実験動物研究会会報27巻No.1別冊p.2－p.9　2000年。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明者らは実験動物、特にマウス乳仔等の非常に小さく目や耳が閉じた状態
の実験動物を対象とした場合でも研究の目的に合わせてよくコントロールされた形で自発
的経口的に液体状の給餌物や試験液を与えることができる人工乳首とその人工乳首と組合
わせて用いるに適した哺乳瓶を作り上げることで母乳哺育に近い形で実験動物に液体状の
給餌物や試験液を定期的定量的に与えることを可能とする実験動物用液体供給装置とその
使用方法の開発を企画した。その人工乳首や装置及び方法に求められる技術的課題は次の
AからDにまとめることができる。
【００１１】
A. 液体状給餌物等の出具合の調節：実験動物は研究の目的に応じてマウス乳仔等の非常
に小さな個体からフェレット、ウサギ等の大きさの個体までを対象とする。そのため液体
状給餌物等の出具合を実験動物の大きさやその状態に応じて精度よく調節する必要がある
。例えば液体状給餌物等が出すぎると肺に入って肺炎を起こし、出にくいと直ぐ飲むのを
止めてしまう。また研究目的によって液体状給餌物等の成分を変化させる必要がある場合
には給餌物等の粘度等が変わる場合があり、その場合、給餌物等の流動性が変化するので
その点にも対応できるようにする必要がある。
【００１２】
B. 胃及び腸内への空気の貯留の防止：実験動物としてもっともよく用いられるマウス、
ラット等のげっ歯類を対象とした場合、マウス、ラットは胃の解剖学的な位置関係からヒ
トの様にはゲップをすることはできない。従ってマウスやラットが液体状給餌物等を吸飲
する際に空気が入ると、胃及び腸内に空気が貯留し、ほとんど死に至るという問題がある
。またげっ歯類は切歯が永久的に伸びるので、切歯がある程度伸びると（10日令前後）切
歯が邪魔となり乳首と唇間に隙間ができやすくなり、給餌や試験液の投与時に空気を同時
に吸い易いという特徴を持っている。従ってこれらの問題にも対応可能な人工乳首が求め
られる。
【００１３】
C. 液体状給餌物等の供給量の把握：研究目的のためには液体状給餌物等の供給量を正確
に把握する必要がある。そして供給量は実験動物個体ごとに把握する必要があり、またそ
の把握は給餌作業中に簡単に行う必要がある。
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【００１４】
D.人工乳首がより単純な構造であること：人工乳首の構造は非常に小さな乳首にも適用し
易く、データ比較の観点からも乳首個々の造作のばらつきが出来うる限り少なくなる様、
単純でありながら且つ良い性能を与える構造が求められる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
Aについては第一に人工乳首内部に交換可能な細管を入れる構造としておき求める流量に
応じて内径の異なる細管に交換することで液体状給餌物等の流量のコントロールを可能と
した。さらに細かく流量をコントロールする必要がある場合は哺乳瓶に目盛り付きのチュ
ーブを付けその中に入れる液体状給餌物等の高さ（落差）によって流量を微調整できるよ
うにした。
【００１６】
また、第二に乳首内をシリコンゴム、イソプレンゴム、スチレン-イソプレンゴム等やそ
れらをスポンジ状とした弾力性のある部材で満たすか乳首外壁と一体となって形成し、液
体状給餌物等が乳頭部と細管部以外の乳首部分に溜まらない構造とした。この際、乳首外
壁と一体となって形成する場合は弾力性のある部材を満たさずに内部に空洞を有していて
も良い。これらの構造は乳仔が乳首をくわえた際や吸引をした際に乳首が潰れて一度に多
くの液体状給餌物等が出ないようにする為である。これにより乳首を２重構造とする必要
がなくなり、乳首の構造が単純化することでDの課題を達成することにつながった。
【００１７】
さらに液体の漏出防止と流量の制御をより確実にするため人工乳首に組み合わせて用いる
哺乳瓶にその内部を閉鎖系として内圧をコントロールすることで液体の吐出量をコントロ
ールする機構を用意した。具体的には乳仔が一回に飲む液体の予想量より２、３割容量の
少ない液量調整用チューブを哺乳瓶に付けた。この液量調整用チューブは乳仔の吸飲に際
してほとんど抵抗なくつぶれるようになっており、乳仔の吸飲動作に影響を与えることは
ない。液量調整用チューブがつぶれると液体の供給は止まるがその状態で哺乳瓶外部にさ
らに設けた加圧用チューブに手指等で圧をかけて液量調整用チューブを膨らますことがで
きるようになっており、膨らませた容量分の液体をさらに飲ませることが可能になってい
る。
【００１８】
乳仔が飲むことを止めた時に手指での加圧を止めると哺乳瓶内は陰圧となって液量調整用
チューブは再びつぶれ液体の流出を止めることができる。これによって乳仔個々の吸飲量
に対応した液体を供給することと液体の漏出防止を同時に実現することができる。
【００１９】
また、加圧用チューブを利用して乳仔の吸飲の開始を促すことも可能である。即ち乳仔は
口の中に乳首が入った時点ではなくミルク等が入ったことを感じて吸飲を開始するので加
圧用チューブに僅かの圧力をかけて乳首から少量のミルク等を出すことで乳仔が吸飲を開
始するまでの時間を短縮することができる。
【００２０】
以上のような構成とすることで液体状給餌物等は流量が制御された形で哺乳瓶中から細管
を経て人工乳首内から直接実験動物の口の中に供給されることとなる。すなわち液体状給
餌物等の流量はまず細管の内径によってコントロールされる。次いで乳首内に液体が溜ま
らない構造が加わることにより実験動物の吸飲動作に伴う不整な液の漏出が低減される。
またさらに哺乳瓶を閉鎖系として吸飲に伴って哺乳瓶内が陰圧となる機構を追加すること
で液体の供給量をより細かくコントロールすると共に液体の漏出の防止を確実とすること
ができる。
【００２１】
本発明で哺乳瓶中に逆止弁を付けた場合には人工乳首側にそのような構造を要さないので
人工乳首の構造がより単純化され、その製造、交換、洗浄等が容易となる。ただし、人工
乳首側に逆止弁を付けた場合でも本発明の実施に問題を生じる訳ではない。この場合は哺
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乳瓶側の逆止弁は不要となるがDの課題に関して人工乳首の製造面、製造コストの点を考
慮した場合、哺乳瓶側に逆止弁がある態様がより好ましい態様であると言える。
【００２２】
B 胃及び腸内への空気の貯留を防止するためには乳首をいかに乳仔等の口に適合させるか
が重要となる。人工乳首を用いた場合、乳仔は舌と硬口蓋で陰圧を作り液体状の給餌物を
飲み込んでいることが確認されている。しかしながら例えばげっ歯類では、乳仔が１０日
令程度になると切歯が長く伸び、それが邪魔になって空気も一緒に飲み込んでしまうこと
が判明した。そこで切歯が邪魔にならないように乳首を乳仔の成長に従って大きくするこ
とによって人がストローで液体を吸うように陰圧を舌と硬口蓋（唇）でつくることを容易
にし、空気が入ることを防いだ。実験動物がげっ歯類ではない場合は（例えばフェレット
）乳首の大きさだけでなくその動物の口の形状に合わせて乳首の形状も変更しなければな
らない場合も出てくる。しかしながらその場合も乳首部分に液体が貯まらない構造とする
ことが重要であり、またそのような単純な構造のため乳首の形状の変更にも柔軟に対応す
ることが可能となっている。
【００２３】
C 液体状給餌物等の摂取量の把握は哺乳瓶中に目盛り付き筒を装着することによって実現
した。また目盛りに加えて筒には移動可能な目印を付けた。この移動可能な目印は複数の
乳仔に連続して液体状給餌物を摂取させる場合に液線に合わせて目印を移動させて摂取量
の把握に用いたり、液を哺乳瓶に注入する際の最大液量線を示したりすることに利用する
ことができる。またこの筒は実験動物の大きさに応じてその筒径を選択できるように筒自
体を交換可能な構造とした。そのような構造としたことに加えて筒交換の為のスペーサー
も別途用意した。
【００２４】
D　Aに記載したように乳首部分を弾力性のある部材で充填するか又は弾力性のある部材で
一体的に形成し、乳頭部と細管部以外の乳首部分に液体が溜まらない構造としたことは、
人工乳首の構造を単純化しただけでなく、実験動物が乳首を噛んだ際等の液の漏出を防ぐ
という課題にも有効であった。
【発明の効果】
【００２５】
以上の解決手段により、本発明者らは実験動物特にマウスやラット等の乳仔に液体状の給
餌物等を自発的経口的に与える際に好適に用いられる人工乳首とそれと組み合わせること
で好適に用いられるように設計された哺乳瓶、及び先の人工乳首と哺乳瓶からなる実験動
物用液体供給装置及び液体供給方法を確立し、提供することを可能とした。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図１，２，３，４を参照しながらより詳細に
説明する。
【００２７】
図１は本発明の人工乳首を示している。図において、01は人工乳首要部でシリコンゴム外
壁とシリコンスポンジもしくはそれら弾性体で一体的に形成された乳首と乳頭部分であり
、02及び02'は哺乳瓶との接合部を示す。
【００２８】
03の乳頭部分には06で示される切れ込みもしくは06'の孔が設けられており、動物の吸引
動作に伴って液体を供給するようになっている。06の切れ込みの場合は動物の吸引動作の
強さによって孔径を変えることと同等の効果があるので本発明の人工乳首により好適に用
いることができる。
【００２９】
07で示される細管は対象とする実験動物、その日令、液体状給餌物等の粘度等を考慮して
適宜内径の異なるものを装着する。例えば注射針の径で記すと25G-27G等の径であり、そ
れによって液体状給餌物等の出具合を調整することができる。また細管の長さは乳首の大
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きさにより異なるが例えば10mm～14mmとなっている。
【００３０】
細管の材質は内径を維持できる部材を用いれば良く、送液用途に用いられる硬質の管状部
材から適宜選択すればよいが通常注射針として用いられるステンレス管が好適に用いられ
る。
【００３１】
このように細管の径を変更することができるので本発明の適用可能な液体状給餌物等は、
水、各種水溶液、輸液組成物等の粘度の低いものから、実験動物用ミルク、経腸栄養剤な
どの粘度の高いものまでを適宜使用することができる。
【００３２】
05の乳首部分にシリコン外壁を用いる場合にはその外壁の厚さは0.1～0.4mm程度を用いる
。その内部は乳頭部分を除き04のようにシリコンスポンジ等の弾力性のある部材で満たす
ようにする。このように乳頭部と細管部以外の乳首部分を弾力性のある部材で充填してお
くこと等で液体の溜まらない構造とするのは乳首に液体状給餌物等が溜まっていると実験
動物が乳首を噛んだ際に乳首が潰れて一度に多くの液体が出てしまうことが問題となるた
めである。また、液体が溜まらない構造とすることは液の漏出を防ぐという利点も有する
。この際に用いられる弾力性のある部材はそれ自体に吸湿性がなく通常食品容器等に適用
することのできるものであればよく、シリコン以外の材質でもスポンジ状の構造にするこ
とで弾力性を与えることのできる部材や高分子ゴム類等を用いることができる。
【００３３】
また人工乳首を複数回使用する場合には外壁、充填物共に加熱殺菌後も用いることが可能
な材質が好ましく、例えばイソプレン、シリコン、スチレンブタジエン共重合体等のゴム
やそれらをスポンジ状としたものを選択することができる。中でも発泡シリコンは適宜な
弾力の調整を行うことが容易であり充填物として好適に用いることができる。また、人工
乳首を複数回使用しない場合にはラテックスゴムも動物の吸い付きが良いなど乳首部分に
用いる材質として優れた点を有している。
【００３４】
液体状給餌物等が逆流するのを防ぐためには逆止弁を配置する必要がある。逆止弁を人工
乳首側に取り付ける場合は図１11に示すように哺乳瓶との接合部分に12のシリコンゴム等
の基材と共に配置する。逆止弁の材質はシリコンをはじめエラストマーやポリプロピレン
、あるいはそれらの混成物等、乳首部分に用いる弾力性のある部材と同等かそれらに比べ
て適度な硬さを有する材質を用いるとよい。
【００３５】
その他、08はシリコンゴム等で形成された細管の支持部を示し07の細管の径に応じた物が
使用される。09はフランジ状となっている乳首部分の基部を示し、哺乳瓶に接合した際に
人口乳首を固定する役目を持っている。また10は07の細管の径が変動した場合に対応でき
るように設けられた遊びの部分を示す。
【００３６】
図４に示すマウス用とラット用の各４つの人工乳首は乳首部分の大きさが小、中、大、大
大と異なった大きさに作られており実験動物の日令や大きさに応じて適宜選択して用いる
ようになっている。つまり常に実験動物の口の大きさに適合した人工乳首を哺乳瓶に装着
することにより給餌時等の空気の吸い込みを防止することができる。尚、図４に記載した
数値はあくまでも参考値でありこの数値に限定されるものではない。
【００３７】
このように本発明では人工乳首を動物の大きさや場合により動物の口の形状に合わせて用
意することが可能である。このことは本発明法の特徴の1つとなっている。このため本発
明では実験動物として、マウス、モルモット、ラット等だけでなくウサギ等の比較的大型
の実験動物やイタチ科のフェレット等のげっ歯類とは口の形状の異なる実験動物も対象と
することができる。
【００３８】
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本発明の哺乳瓶部分はその一形態として図２の14に示すように逆止弁を有している。この
哺乳瓶を先の逆止弁を持たない図１の人工乳首と組合わせた場合、より優れた特徴を本発
明品は持つことができる。つまり、人工乳首の構造を簡略化することができ、人工乳首自
体の製造が容易となる。それに付随して大きさの異なる乳首を用意することが容易となり
各種の目的に適合した哺育条件の変更がその条件に合った人工乳首に交換するだけで実現
するという本発明の目的により適ったものとなる。さらに人工乳首の洗浄再生が容易にな
るといった利点も有する。しかしながら人工乳首自体の大きさが比較的大きな場合などそ
の製造や取り回しに特段の問題点がない場合は先に述べたように図１11のように人工乳首
側に逆止弁がある構成でも本発明の実施になんら問題はない。
【００３９】
さらに本発明品は図２の16に示すように哺乳瓶内に交換可能な筒状構造を有することでさ
らに次の優れた特徴も具備するものとなっている。
【００４０】
つまり筒が交換可能なためマウスからラット程度に動物の大きさが変わってもスペーサー
21を介して筒を交換することで哺乳瓶本体はマウスとラットで共通のものを用いることが
できる。またいくつかの径のスペーサーを用意しておけば各種の径の筒を１つの外壁19を
持つ哺乳瓶に接合することが可能となる。
【００４１】
さらに筒に目盛りを付けた場合には実験動物が実際に液体状給餌物等を摂取あるいは投与
された量を１匹づつ容易に計量することができる。この際、図２の１６に示すように筒自
体に目盛り線を記入しておくことに加えてシリコンゴムや各種樹脂等で作られた可動式の
目印を取り付けておき乳仔個々の給餌量に応じて可動式目印を移動することで液体状給餌
物の摂取量をより正確に計量することができる。この可動式目印は例えばリング状に形成
し必要数を筒にはめ込んで用いる等すれば良い。
【００４２】
先の筒の材質としては内容を確認できる程度の透明性と計量が可能な程度の硬度をもつ部
材であればよく、例えば通常注射筒に用いられる部材であるガラス、ポリプロピレン、ポ
リカーボネート、メチルペンテン樹脂あるいはシリコンゴム等も用いることができる。
【００４３】
筒が哺乳瓶と接合する部分の筒側の内径dを哺乳瓶の挿入口に一致する径とすれば筒を容
易に交換することができる。この場合はスペーサー21は不要となる。dは液量の確認がし
易いようにあるいは動物の給餌物等の摂取量等に応じて設定する。一例を挙げるとマウス
の場合はｄが3mm程度の筒を用いるとよい。
【００４４】
また図２の15に示す人工乳首接合基部や20の細管支持部はシリコンゴム等で形成され、取
り外し可能な構造となっている。その為哺乳瓶の洗浄、修理はもとより、実験動物に応じ
て各部のサイズや材質を変更する際もそれを容易に行うことができる。
【００４５】
その他、18は空気抜きと哺乳瓶の洗浄を兼ねた管を示し、17は液体状給餌物等を導入する
ための管を示している。これらの管の材質は先の筒と同様のものを用いることができる。
また22は接合用の管で筒等の脱着を容易にするものでステンレス管等が用いられる。
【００４６】
図２13に示す哺乳瓶本体の各部の長さは使用法や目的に応じて適宜変更すれば良い。例え
ば図２中Ｌの長さはマウス乳仔の場合１００mm程度となるが動物のミルク等を飲む能力が
高い場合はより大きく取るように設計するとよい。
【００４７】
また本発明の哺乳瓶部分はその実施態様の一つとして図３に示す流量の微調整機構を有し
ている。流量の微調整機構は図２の哺乳瓶に乳仔が一回に飲む液体の予想量より２、３割
容量の少ない液量調整用チューブと加圧用チューブを取り付け哺乳瓶内を閉鎖系とし、先
の２つのチューブで内圧を調整することで乳仔の吸飲量に合わせた液体の供給と液体の漏
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洩防止、さらに吸飲開始の促進を合わせて実現した。
【００４８】
つまり乳仔が人工乳首を口に含んだ段階でミルク等を給餌する際にまず加圧用チューブに
手指等で軽く圧をかけることで人工乳首乳頭からミルク等が僅かに出て乳仔の吸飲行動が
促進され速やかに吸飲が開始される。この機構により乳仔の自発的な吸飲開始までの待ち
時間を大幅に短縮することができる。吸飲が進むと哺乳瓶内が陰圧になる。その際液量調
整用チューブが図３に示す状態Aから状態Bとなりミルク等の供給が止まる。この時点で乳
仔にさらに吸飲行動が見られたら加圧用チューブを手指で押して液量調整用チューブを状
態Cにすることで再び吸飲が可能となる。再度の吸飲によって液量調整用チューブが再び
状態Bとなり液の供給が停止する。この機構により乳仔個々の吸飲量の違いに細かく対応
することができ、また液の漏出の防止をより確実にすることができる。続けて別の乳仔に
給餌する際には哺乳瓶を一旦開放系にして液量調整用チューブを状態Aに戻せば良い。
【００４９】
以上を実現するため液量調整用チューブは乳仔の吸飲に影響を与えないよう抵抗無く潰れ
るよう厚みが設定されている。材質がシリコンゴムの場合その厚みは例えば約0.05mmでこ
の厚みは形状が維持できるぎりぎりの厚みとして選択されたものである。一方、加圧用チ
ューブ及び接続用チューブは乳仔がミルク等を飲んだ際の陰圧ではチューブが潰れない厚
みに設定すれば良いがシリコンゴムの場合その厚みは例えば0.5mm程度が用いられる。
【００５０】
加圧用や接続用チューブの材質は先の機能を実現でき加熱殺菌処理に耐える材質であれば
良く例えばイソプレンゴム、ポリプロピレン等を用いることもできるが材質によって必要
な厚みが異なってくることに留意しなければならない。これらのチューブの接合はチュー
ブの交換等を考慮して加熱滅菌可能なステンレス管等を介して行っておくとよい。また目
盛り付き筒同様スペーサーを用いれば各種の径のチューブ交換が容易となる。
【００５１】
以上述べたような優れた特徴を持ち、特に人で言えば未熟児に相当する哺乳期のマウスや
ラット等の実験動物に自発的・経口的に液体状給餌物等を与えることを可能とし、また手
持ちにより定期的定量的に液体の供給が可能な実験動物用液体供給装置はこれまでなく、
本発明により初めて実現したものである。以上のように本発明の人工乳首、その人工乳首
を用いるに適した哺乳瓶、人工乳首と哺乳瓶からなる実験動物用液体供給装置、及び先の
装置において人工乳首を実験動物の状態に合わせて交換する実験動物用液体供給方法は多
くの優れた特徴を有している。
【００５２】
以下に本発明の有効性を試験例を基に説明するが、本発明はこれらの試験例に限定される
ものではない。
【００５３】
（試験例１） マウス用人工乳首及び哺乳瓶を使用したマウスの人工哺育；乳仔の自発的
哺乳による成育の実現
試験方法； BALB/Cマウスを自家繁殖させ自然出産後、１日令から本発明のマウス用サイ
ズ小の乳首と哺乳瓶を用いて人工哺育を開始した。人工哺育用の哺育ケージは市販のホッ
トカーペット上で保温した。保温ケージ内に竹籠を入れ、中にチップを敷いて仔マウスを
入れた。竹籠の外側のチップは常に湿り気を保つよう時々注水した。人工哺育開始の前に
は仔マウスを親から３－４時間離しておいた。人工乳は市販のイヌ用ミルクを温湯10 ml
に3.8 g 溶かして調製した。該ミルクをポンプで人工乳首をセットした哺乳瓶の中に導入
後、温水を還流しながら保温中の銅管に哺乳瓶をさしこみ約３―５分間加温した。加温は
各乳仔に哺乳させる前には必ず、また必要に応じて随時行った。ミルクは朝８時頃から夜
１０時頃までの間に５－６回、１０日令以後は４－５回授乳させた。ミルクの摂取量は、
授乳の前後で哺乳瓶中の筒内のミルクの減少量（筒の長さ：cm）を測定することおよび哺
乳前後で仔の体重を量ることにより行った。人工乳哺育仔では、夜１０時頃から翌朝８時
ころまでの授乳を行わなかった。人工哺育を開始した乳仔は群飼いし、以後一度も母獣哺
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育には戻さなかった。排尿および排便は必要に応じて日に数回膀胱の上腹部と背部を同時
に軽く圧迫することにより行った。母乳哺育群の乳仔は母獣と同一の通常ケージ内で通常
通りに飼育した。
実験結果：結果を図５に示す。
人工哺育仔は成長率においては母乳仔に劣っているものの本発明品を用いた結果、人工乳
を給餌時に自発的に摂取し続け、１匹の脱落もなく成長することが確認された。
【００５４】
（試験例２） 胃ゾンデの替わりに本発明品を用いて一定量の試験液を経口投与し、本発
明法による試験液投与がマウス乳仔の成育に与える影響を検討。
試験方法；日本SLCから妊娠１2日目のBALB/C マウスを３腹購入し、クリーンキャップを
かぶせたステンレスケージ内で自然出産させた。生後２４時間以内に仔を親毎に２群に分
け、それぞれの親からの仔が均等に含まれるように組み合わせて、２匹の親にそれぞれ仔
の総数が８匹ずつになるように哺育させた。今実験で用いた試験液は以下のようである。
即ち0.5%-フラクトオリゴ糖-0.2M-スクロース水溶液を試験液として用いた。この試験液
を滅菌した先細のチップを接続したディスポーザブル注射器を用いて本発明のマウス用哺
乳瓶に充填し、５０℃のインキュベーターに４分間保温した。マウス乳仔は、生後１日目
と２日目に親から離し、４３℃の水槽に浮かべたプラスチックケージに２時間保温してお
いた。マウス乳仔へ試験液を本発明のマウス用小サイズ人工乳首を用いマウス用哺乳瓶の
目盛りで0.7 mm(約50 μl)飲ませたところで、直ちに乳首を口から離した。その後0.2M-
スクロース水溶液を同上量飲ませた。こうすることにより、飲用試験液量を正確に決める
ことが出来た。対照群には、0.2M-スクロース水溶液を同様の方法で飲ませた。試験液投
与後、マウス乳仔はただちに母獣（里親）のケージに戻した。
実験結果　乳仔の生育曲線を図６に示す。本発明品を用いて試験液を経口投与したマウス
乳仔は順調に生育した。
経口的に薬剤等を投与してその影響を検討する実験系として胃ゾンデ法やカテーテル法の
実施が難しいマウスやラット乳仔等の実験動物を対象とした場合でも本発明品が該実験系
に有効に用いられることが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
以上、試験例の結果等から、本発明の人工乳首、その人工乳首と用いるに適した哺乳瓶、
人工乳首と哺乳瓶からなる実験動物用液体供給装置、及び先の装置において人工乳首を実
験動物の状態に合わせて交換する実験動物用液体供給方法により、実験動物による自発的
な液体状給餌物等の摂取が行われ、これまではほとんど不可能であった人で言えば目や耳
が開いていない未熟児に相当するマウス乳仔等の母乳哺育によらない人工哺育が可能とな
った。また本発明により経口的、自発的にマウスやラット等の乳仔に対して各種の試験液
を投与することが可能となったことから、薬剤等に対する感受性が高いために実験系とし
て有用性が高いにもかかわらずこれまでは得ることができなかった哺育期の動物を対象と
した自然な形での経口投与による各種の試験液の効果の有無を評価することが可能となり
、従来無い新たな薬剤や未熟児用乳児用食品等の開発が可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の人工乳首を示す断面図。
【図２】本発明の哺乳瓶を示す部分断面図。
【図３】哺乳瓶の内圧をコントロールする機構を示した断面図。
【図４】人工乳首を実験動物の大きさに応じて変化させる例を示す図。
【図５】本発明品を用いてマウス乳仔を人工哺育した試験例の結果図。
【図６】マウス乳仔に試験液を自発的経口投与した試験例の結果図。
【符号の説明】
【００５７】
　　　０４　　　　液体が溜まらないようにした乳首部分
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　　　０７　　　　交換可能な細管部
　　　１１、１４　逆止弁
　　　１３　　　　哺乳瓶本体
　　　１６　　　　交換可能な筒状部分

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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