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技術ノート

麻酔導入後の豚の移動及び保定を容易にする手術台の作製

松本光史＊・長野秀範・ 井上寛暁＊・村上斉＊• 山崎信＊

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター，熊本県合志市， 861-1192
・現所属）国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 畜産研究部門．茨城県つくば市， 305-0901

(2018年 3月26日受付， 2018年 5月24B受理）

緒言

栄養，生理，繁殖など様々な分野の研究のために

肥育豚や繁殖豚の全身麻酔下での手術が行われる。

著者らも飼料の消化性を評価するために肥育豚の回

腸末端に T字カニューレを装着する手術や，暑熱

ストレスと深部体温の関係を調べるために肥育豚や

繁殖豚の腹腔内深部に体温計を装着する手術，静脈

血を経時的に採取するためにカテーテルを頸静脈に

装着する手術等を実施してきた（梶ら， 2004;松本

ら， 2006;2008)。
大動物及び小動物臨床用の手術台は市販されてい

るが，基本的には手術室に設置して使用するもので

ある。しかし，手術室に設置した従来の固定式手術

台を用いると，特に豚の体重が30kgを超える場合

には， 1)麻酔導入した場所から手術室まで豚を運搬

する作業で，一部の作業者が豚の足を持った状態で

後退して歩くなど，作業の安全性が低く，時間もか

かること， 2)豚を手術台に載せる作業では，豚を裔

く持ち上げるために 4名程度の作業者が必要で，ま

た，作業者の肩や腰等に大きな負荷がかかること，

3)豚を手術台に載せた後で，術者の身長や術式に合

わせて豚の高さや角度を調節するのが容易ではない

こと，等の問題があった。そこで，これらの問題を

解決する手術台を作製した。

材料および方法

手術台は，市販のハンドリフター付きの運搬台車

(TRUSCO, 手動式ハンドリフター，耐荷重250kg)

を改造し，自作の保定台（上部は 120cm X 52 cm) 

を組み合わせて作製した（図 IA)。池圧レバーを足

で踏むことで保定台を上昇させることができ，保定

台上部の高さは 31cmから 89cmまで調節するこ

とが可能な構造とした。保定台の下部は台車の台座

に被せることができる形状とし，ボルトで台座と固

定した（図 lB)。豚の体格や手術時の体位に合わせ

て豚を安定して保定するために，保定台の上部は，

平面状から 120゚ 程度の V字状まで，ハンドルを回

転させることでスイングアームと偏心シャフトによ

り形状を調節することができる構造とした（図

2A)。保定台上部の豚に接する部分は，豚の体を

洗った水や消毒液が皮膚と保定台の間に貯留して汚

染源となるのを防ぐため，メッシュ状のステンレス

板を用いた（図 lB, 図2B)。保定台上部の長辺に

は，麻酔下の豚の四肢をそれぞれ縛った紐を結ぶた

めのフックを取り付けた（図 2B)。また，豚房で麻

酔導入して床に寝た状態の豚を保定台に引き上げる

のを容易にするために，保定台上部の短辺の一方に

はローラー（図2C)を取り付けた。さらに，手術台

の角度を微調節できるようにするため，台車の下部

には自動車用のジャッキを取り付ける（図 2D) と

ともに，ジャッキアップした際に手術台が不安定に

なるのを防ぐための金具を取り付けられる構造とし

た（図 2E)。

作製した手術台を用いて行った豚の全ての手術

は，国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
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図 1. 作製した手術台

Fig. 1. Operating table 

A 長辺 120cm, 短辺 52cmで，手術台上部の高さは 31-89cmに上下可能。B 市販のハンドリフター

付きの運搬台車を改造し， 自作した保定台を組み合わせた。
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図 2. 手術台の細部構造

Fig. 2. Detail in an operating table 

A 保定台はハンドルを回すことにより，平面状から 120゚の V字状に調整できる。B 豚の体と接する

メッシュ状のステンレス板と ，豚の四肢を縛った紐を結ぶためのフック （矢印）。 C 手術台への豚の引き

上げを容易にするローラ ー （矢印）。D 豚の頭部側あるいは尾部側を上げるためのジャッキ。E ジャッ

キアップ時に地面との接地面を増やすための金具 （矢印）。 F ジャッキアップして傾けた手術台の全体

像。矢印の部分に Eの金具を取り付けるとより安定化する。
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機構の動物実験等指針に則って計画し，九州沖縄農

業研究センター動物実験委員会の承認を得て実施し

た。

結果および考察

作製した手術台を用いて，体重 15kgから 150kg

程度の豚で，頸静脈へのカテーテル装着手術や回腸

末端への T字カニューレ装着手術，腹腔内への温

度計装着手術等を 100例以上実施した。豚房内で麻

酔導入した豚を 1~2名で手術台に載せ，豚舎内の

通路を走行させて手術室に移動し，別の手術台に移

し替えることなく，迅速に手術作業に移行すること

ができた。これまでは豚房内で麻酔を施した場合，

体重 30kg以上の豚は 4名程度で運び，手術室に固

定された手術台に抱え上げて搭載していたが，作業

者の肩や腰への負担が大きく，また，豚舎内の狭い

通路を後退しながら歩かざるを得ない場面もあり，

作業者の安全が十分に確保されていなかった。今回

作製した手術台によって大幅に労力が削減されると

ともに，作業の安全性も向上したと考えられる。保

定台上部の高さは前述の通り 31cm~89cmに調節

が可能であることから，術者の身長や，豚の大きさ，

術式に応じて，豚を最適な高さに保つことが可能で

あり，手術中でも高さを容易に変更することができ

た。同様の可動式の手術台は，伊東ら (2002) に

よっても考案されているが，これは SPF豚の作出

や胚移植のための繁殖豚 (100~300kg)の手術を主

に想定して製作されたもので，長辺 180cm, 短辺

65cmであった。著者らの手術台 (120cmX52cm)

は伊東らのものより小さく，体重 150kg程度が安

定的に保定できる豚の大きさの上限であった。しか

し，豚舎内のより狭い通路でもスムーズな走行や方

向転換が可能であるととともに，小さい豚の手術で

も術者から豚までの距離が短く，繊細な手術操作が

容易になるといった利点があると考えられた。

著者らの手術台の特徴として，保定台の豚と接す

る面にメッシュ状のステンレス板を用いている点が

あげられる。豚を手術台に載せた後で，皮膚に付着

した糞尿を石けん等を使ってきれいに洗い流す作業

を行った場合でも，水や消毒液が保定台と皮膚の間

に貯留することがなく速やかに流れ落ち，手術部位

を清潔に保つことが容易であった。体重 150kg程

度の豚を載せて繰り返し使用した場合でも保定台が

変形することはなかったため，メッシュ状のステン

レス板を用いたことによる強度への問題は生じな

かったものと考えられた。また，別の大きな特徴と

して，台車の下部に取り付けたジャッキにより，豚

の尾側あるいは頭側を 15cm程度高くすることが

できる点があげられる（図 2F)。これにより腹腔内

の腸の位置を頭部寄り，あるいは尾部寄りに偏らせ

ることができ，回腸末端への T字カニューレ装着

手術や腹腔内への温度計装着手術といった開腹手術

における術野の確保が容易になった。

以上より，市販のハンドリフター付きの運搬台車

に自作の保定台を組み合わせた可動式の手術台を作

製した。麻酔導入後の豚の運搬や保定，術野の確保

といった一連の手術作業が容易となることで，手術

時間の短縮につながり実験豚への侵襲性が軽減でき

るものと考察された。
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