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超音波手術装置(ソノサージ、オリンパス)を使用して
切除したジャンガリアンハムスターの頬袋脱の1例

A Case of Cheek Pouch Prolapse in a Djungarian Hamster and its Excision 
Using an Ultrasonic Surgical Apparatus (SonoSurg， Olympus) 

佐藤 良彦1)

Yoshihiko SAT01) 

"SATOノi川川口/C/inic. 2882-5 Ojill1a. Chikul/la-Shi.人'agω/0387-00/3. Japan 

SUMMARV: A male 7-l11onth old hamst巴rw日spr巴S巴nt巴dwith a sl1dden app巴at日nc巴 ofa protrl1ding mass fi"om the 

oral cavity. The hamster was diagnosed as ch巴巴kpOl1ch prolaps巴 basedon the c1inical featur巳 ofth巴 invertedleft ch巴巴k

pouch. He was grasping the cheek pouch repeatedly using fOI巴l巴gsto relllove it. lt se巴111巴dto be very dilTicult to pl1t 

back the cheek pouch into th巴 originalposition becau5巴 itwas tremendo1l51y巴del1latoU5. Under inhalation anesth巴51a，

thc basal part 01' the inverted cheek pouch w日sseized by an llltrasonic sl1rgical apparat115 u5ing a probe 01' short scissors' 

type. and it was巴Jωisedinstantly art 巴r20 to 30 seconds operatioll. This surgical treatl1lent reql1ired only 5 lllinl1tes 

frOI1l th巳beginningof anesthesia 10 the巴nd01' surgery，日ndthe halllster was able 10巴atand drink soon aft巴rsurgical 

treatment. This is the first report of cheek pOllch prolapse in a hamster which was treated using an ultrasonic surgical 

apparatus. 
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要約 7 ヵ月 Wi】 のM~のハムスクーが、 に1 II~切、ら Jl mHV?が飛び出 し たため受診したo l~品川〈所見か ら、 1.，.ごの Ni袋が反転し た!J{

4史11)1.と官会lf1rした。ハムスターはnij/I支で加袋をjmむように しぐ取り 除こうとする動作を繰り返していた。 iJi袋l土i手IEf(に

より IJiF大していたため 、 i主 主Iljすることはいごl iW であった。 l汲入山、出iしをJilii し、起~~-- i.法手術以 i;ilのシ ョートシザースでII\WJ

した :m袋の弘音1\ をJよみ、 20~30秒のHHíニで Nii'ぞを切除τj る こ とができた。!点、i~1' IJ f.1 始から手術終了までの lliJWJはわずか

5分で、 Hiî去、 速やかに飲食ができるよう にな った。 木例は 、 j也潟 il主 ~. i， l、] 装 i~~ を !ll いてハムスタ ーの!Jl袋 11兄の 王子術を

行った11ミ1')JO)'rIHii' lとあるe

キーワード iJi袋!日しハムスターI ，W. ~~:il左手術会主 i泣

ハム スタ ーは乎供を l炉心 に 恨強い人気 が あ

り、当|坑では犬、組i、ウサギl二次し 、で受診件数

の多い動物種 となっている。受診件数のi白川lに

伴い、 皮脂病やJJ車場、消化教持病など様々な疾病

に遭遇寸 る機会も増えて きている O 今 回、頬袋

JJ5~の症例に;遭遇 し 、 ノト動物 l臨床分野で も普及し

始めた超音波手術装置を使用して処置 したとこ

ろへ 良好な成紡が得られたのでその概要を報告

するα

1¥さとう品VJ牧IMI;}"(〒387ー0013 Ktllr リf~ =hJlIfI'í 小品2882 -5 )

交付 1:1 2010'1ニ7J'1211:1 受理 日 20 ， (){F.' 2 )'1 8 1:' 

Jpll.1. Vel.ノIlIeslh.SIIIg. 41(2): 59-62. 20!ο. 

症例

症例は、 7ヵ月 [ii告のまjiーのジャンガリアンハムス

ターで、朝、 に!の11コからJEfI1f古が飛び出 している

のに気づき 、来院 した。 受診11寺の体重は55.6gで、

~!Hg!k 1:1'-]な12?11床所見から 、左:のNi袋が反転 して脱

出 し た頻袋J1~t と診断した。 脱出した頬袋は水JJ震

性に著しく JJ重大していた。前日まで食欲に異常

はな く、 |臨床症状 も見られず、 @ し車で元気に

遊 んでいたとのこ とであった。

受 診H寺には、ハムスタ ーは前肢をしきりに動

かし 、 m~出 し た頬袋を掴むようにして取り除こ

うとする動作を繰り 返していた(図 1)。フード
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図 1. 受診lF.'j のハムスター。 反転脱出した頬袋を、前JI支と口 をJJ~rtんに動かしながら取り除こうと し

ている。アードを食べられるような状態ではなく、放置すれば若しく消耗し、あるいはPIIJみ切っ

て出lillを招くことが懸念された。

を食べる余裕もなく、 放置すれば若 しく消耗し、 あ

るいは頬袋を取り除こうとする動作が高 じ、日|省み

切って出 IIlI.を起こすことが懸念された。頬袋は7KJl重

性にJl重大していたため、還がlすることは困難であ

り、全身麻酔下で外科的に切除することにした。

イソフノレラン(イソプ/レ、大日本住友製薬)を用

いて吸入麻酔を施し、脱出した頬袋を外似IJに牽引し

た(図2)。超音波手術装置(ソノサージ、オリ ンパ

ス)のシ ョー卜シザーズで脱出 した頬袋の基部を挟

み、 JL山-jA|H1 巾を|防坊ぐため出ノ)J を7刈0%に設定定，し、 2却0~3苅O秒

の1操呆作で
3引) 。 主l~袋の基音1 \の I jlii\は、ンョートシザーズの先端に収

まる範|丘|内であったためl巨|の操作で完了したが、こ

の際、ハムスターの口lEを挟まないように注意した。

麻酔開始から手術終了まで、の時間は約5分で、あった。

や|守後、エン ロフロキサシン(犬 ・猫用バイトリ ノレ、

バイエノレ薬品)を0.02m/ (9.0 mg!kg) J支ド註射し、

翌日か ら経口用エンロフロキサシン(バイトリノレ

2.5% HV減、 バイエル薬品)を0.02ml!日 (9.0mg!kg) 

で5日分処方した。

切除した頬袋を 15%緩衝ホルマリン液で固定し、

病理組織学的検査を実施した。反転脱出した頬袋は

長さが約2cI1lで、 不整なヒョウタン型を呈してい

た。表|在lは角化層と重層崩平上皮細胞に覆われ、内

部には多量の血旋成分と線維素を伴って水Jj重性に

解離した線維性結合織が認められた (図的。肩平上

皮下には全体におよんで軽度の細胞漫j聞が認めら

れ、特に口)j空に近し、く びれた在日位には炎症性変化が

比較的強く観察された(図4)。くびれた部位の蔚平

上皮下には好仁1"f;J<、リンパ球、形質細胞が比較的多

量に浸潤し、小血管の拡張が認められ、肩平 t皮を

覆っている角化J曹は他の部位より肥)享し、表聞は不

よ見則な形状を呈していた(図5)。口腔に近い膨らん

だ部位の内部には脂肪組織が観察された。

術後、ハムスターを飼育ケージに戻すと、速やか

に覚醒した。すく。に水を飲み始め、フードも食べ始

めた。その後、何事もなかったかのように同し車ーで‘

遊び始めた。

木{タiJのハムスターには、ヒマワリの種が多量に混

じたフードが給与されていた。ヒマワリの種は、ハ

ムスターが好んで食べるが、脂肪分とカロリーの過

給になりやすし¥。健康維持のため、アガリクスが配

合されたペ レットタイ プのフード(ハムスターセ レ

クション、イースター) を紺介したと ころ、 2~3 日

後から喜んで食べ始めたとのことであった。

考察

ハムスタ ーの頬袋脱は比較的多く見られる疾病

で、その手術法については外科的に切除する方法

と、頬袋を温存して還がlする方法が紹介されてい

る1-3)。外科的に切除する方法では、 切開しなが ら
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図2 手術直前のハムスター。六一の頬袋が反転してJ1l~LL\して

いる。脱出した頬袋は;j(眠状を旦 し、著しく)!ill大していた。

図4 反転脱出した頬袋はhoiili卜.L!i:k，jll)1包に桜われ、内部には

解jilf[ した線~，!H生結合織が認められる。 ílflîW I 皮下には細胞

ì~ ìl~Jが広範に認められ、 q:!j にザークノレで示 した古1\位には炎

症七1，変化が強く観察される。HE染色。Bat=5111111。

鈍性に剥離し、バイ ポーラで止IJIIも行い、切開部を

吸収糸で縫合、 2日間入院とし、術後の経過は良好

であったと記t&されている3)。腫大した頬袋を高張

ブドウ糖液で収縮させて還納する))法では、すぐに

は還がlできず、 3日間の通|涜後に還納できたと報告

されている2)。還納する方法では、再脱出を防ぐた

め頬袋の入り口を 1~2針縫合することもある 1)。 し\ず

れの報告でも、入院もしくは通院を必要とした。

著者は本例も含めてこれまで2例の頬袋脱に遭遇

した。l例目は半導体レーザーメスで切除したが、

図3 手術l直後のハムスター。プロープはショー卜シザーズ

を使川し、!JJ !f1L しないように山力を70%に設定し、 üñか20~

30-f少の操作で切断することができた。

図5 図4①の強拡大。蔚ムIL-'二皮 fに好'1"Lj(、 リンパEjc、形

質細胞が浸~il~，J し、ノト 1íll 管の拡張が認められる。 hiiíilL-'二皮を

桜っている角化庖{立他の吉1¥位より )J巴j享し、 i詮表而i(ま不規則

な形状をlヂーしている。HE染色o Bar=200μ。

出linを未然に防ぐため巾管を吸収糸で結話しての

処量であった。 そのため術 I~こl に吸入麻酔を継続する

必要があり、手術時間は15分ほど要した。術後の経

過は良好で、入院は必要としなかった。本例は超音

波手術装置を使用しての手術であり、出.rIlLの懸念も

なくわずか20~30秒の操作で手術を終了すること

ができた。麻酔IWy問も含めた手術1I寺聞は5分程度で、

入院および通院は必要としなかった。

頬袋脱の原因については充分には解明されてい

ないが、細菌感染や炎症、過形成が主な原|主!と 記載
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されている L4Lあるいは頬袋の壁に多量の脂肪沈着

が起こり、 重さのバランスを崩して脱出する可能性

も示唆されている4)。本例のハムスターも、病理組

織検査で扇平 |二皮下に炎症と脂肪組織の1観察され

た。脂肪組織は頬袋の基部に:i1iい部位に認められた

ため、 :立さのバランスをj寄付場所とは考えにくかっ

た。扇平 |二皮 Fには軽度ながら広範に制lJ))包浸i悶が認

められ、特にくびれた部位には比較的強い炎症性変

化が観察されたc くびれた部位は脱出後に前肢で、盛

んに掴んでいた場所とがr合し、この部位の炎症は脱

出した結果として発生した可能性も考慮された。ま

た、 木例では強い水JJ[fL性の変化も認められた。これ

は反転の原|孟!というよりは、むしろ結呆 として考え

られているしかしながら水腫性

自m~招きやすく、頬袋全体に認められた炎症性変化

が原因となって水JJlli:が起こり、その結果脱出した可

能性も考えられた。
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