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-短報

ウサギ 160臨床例における麻酔関連偶発死亡率

Anesthesia-associated Death in 160 Rabbits 

石田智子1)小沼守1) 小野貞治 1) 村上彬祥1) 佐野忠士 2)

Tomoko ISHIDA1)， Mamoru ONUMA1)， Sadaharu ONOl)， Akiyoshi MURAKAMll) and Tadashi SAN02) 

lJOOSαgαmi Animal Clinic， 3-62-1 Ii.αisei-cho， Koshigのa，S，αitama 343-0825， J.αp朋

2)R，αkuno Gaku閉じniversitySchool 01 Veterina，η; Medicine， 582 Bunkyodai-Midorimαchi， Ebetsu， Hokkaido 069-8501， Japan 

Summary: The unexpect巴ddeaths of 160 rabbits undergoing anesthesia were examined retrospectively， All rabbits were assessed 

according to the American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status classification system based on pre-anesthetic 

examination， laboratory tests and imaging findings， Abnormalities were evident on X-ray images in 4，7% (two out of 43) ofthe 

ASA class 1 cas巴s，Ofthe ASA class II cases， 22.6% (12 out of 53) had abnormalities detected on laboratory testing， and 30.0% 

(15 out of 50) had abnormal imaging findings. The incidence of anesthesia幽 relateddeath was 1.9%. None ofthe healthy rabbits 

undergoing ovariohysterectomy or castration died; however， anesthesia-related death occurred in three rabbits， one with uterine 

disease， one with a urinary calculus and one with gastrointestinal obstruction. One ofthese cases was classified as ASA class III 

and the remaining two as class IV. Two rabbits died 1 hour after premedication and the other died 18 hours after surgery due to 

a cardiac arrest. Our findings suggest that rabbits with ASA class III or IV physical health status are at higher risk of anesthesia-

related death， so careful monitoring should be instituted for 24 hours after starting treatment. 

Key words: rabbit， anesthesia， mortality 

要約:ウサギ 160症例における麻酔関連偶発死亡症例を調査した。 AmericanSociety of Anesthesiologists Physical Status (ASA) 

分類に必要であった検査のうち、 ASA分類 Iでも X線検査で 4.7%(2143)、ASA分類Eの血液検査で 22.6%(12/53)、画

像診断で 30%(15/50)に異常が認められたため、積極的な術前検査によりできるだけ信頼度の高い ASA分類をする必要性

があると考えられた。避妊手術や去勢手術では麻酔関連偶発死亡例はいなかったが、子宮疾患や尿路結石、消化管閉塞の症

例のうち、麻酔危険度の高い ASA分類E以上 (ASA分類III1 例 ;ASA分類N2例)で麻酔関連偶発死亡例が各 l例あった。

麻酔関連偶発死亡症例は全体で1.9% (31160) となったが、すべて 24時間以内(手術開始 1時間後 2例、 18時間後 l例)

に心停止で死亡した。今回の結果から、 ASA分類E以上のウサギでは、麻酔関連偶発死亡率が高くなるため、手術開始から

24時間以内は十分なモニタリングには行うべきであると考えられた。

キーワード:ウサギ、麻酔、死亡率

はじめに

エキゾチックアニマルの中で、近年、ウサギ

(0ηctolag附 cuniculus) の飼育頭数は多く、高度

な治療を求められるようになり、鎮静や麻酔を必

要とする機会が増加してきている。また、ウサギ

1)大相模動物クリニツク(干 343-0825 埼玉県越谷市大成町

3--62-1) 
2)酪農学園大学(干 069-8501北海道江別市文京台緑町582番地)

受付日 2013年12月9日 受理日 2014年5月2日

Jpn. J. Vet. Anesth. Surg. 45(1): 7-12，2014. 

はストレスに弱く、骨が脆いという特徴から強制

的な保定が危険であるため、簡単な処置や検査で

あっても鎮静や麻酔が必要となる場合が多い 2)。

しかし小型動物になればなるほど、鎮静や麻酔下

では高いレベルでの麻酔管理が必要となる 2)。

獣医学領域における大規模な二次診療施設で

の麻酔関連偶発死亡率を調査した結果、犬では

0.17%、猫では0.24%、ウサギでは 1.39%だった。

このなかで術前の全身状態を評価する American

Society of Anesthesiologists Physical Status (ASA) 

の分類を用いると、擢患動物 (ASA分類III-
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町)では麻酔関連偶発死亡率は犬で1.33%、猫で、

1.40%、ウサギで7.37%であった1)。ただしこの報

告は、欧米の二次診療施設のため、一部に安楽死

も含めた調査であることや、教育された麻酔専門

医がいることなど日本の一次診療施設と背景の違

いのある可能性がある。さらに術前評価の疾病と

麻酔関連偶発死亡率との関係などの記述が詳細に

述べられていない。

そこで、ウサギの麻酔管理における危険性を客

観的に評価するために、 ASA分類 1，3)を利用し、

本邦で主に一次診療を行っている動物病院におけ

る安楽死を含まないウサギの麻酔関連偶発死亡例

の発生状況を詳細に調査した。

材料と方法

平成 11年7月から平成25年6月において、おぬ

ま動物病院および大相模動物クリニック(平成24

年3月おぬま動物病院から名称変更、以下本施設)

で、麻酔が必要な手術および処置を行った症例の

うち、麻酔前検査として血液検査を必須とし、症

例により画像診断(128例、 80.0%で実施)も加え

評価をした 160例を選別し、麻酔前の客観的評価

法である CantwellのASA分類2) (表1)に基づい

て分類を行った。なお、画像診断未実施症例の理

由は、費用面の問題であった。 160例の内訳は雄

65例(去勢8例、未去勢57例)、雌95例(避妊17例、

未避妊78例)であり、体重は0.9kg-6.6 kg、中央

値1.9kg、年齢は4ヶ月齢 10歳齢、中央値3.6歳

齢であった。本邦の斉藤の報告で、来院した647

例のウサギの平均年齢が4.08歳8)であることを引

用し、 4歳齢未満、 4歳齢以上に区画し分類を行っ

たところ、それぞれ84例、 76例であった。

処置や手術の内訳は、子宮疾患による卵巣子宮

全摘出術37例、避妊手術34例、臼歯過長症によ

る臼歯処置33例(重複17例含む、眼簡膿蕩l例含

む)、去勢手術24例、皮膚腫癌摘出術7例、尿路結

石摘出術6例、骨折の外固定5例(1例重複症例含

む)、消化管閉塞による消化管切開術4例、精巣疾

患による精巣摘出術3例、乳腺腫蕩による片側乳

腺全摘出術2例(皮膚腫癌より侵襲度が高いため

別に分類)、剃毛処置2例、前立腺嚢胞治療目的の

精巣摘出術l例、鼠径ヘルニア整復術l例、骨肉腫

による断脚術1例であった(表2)。なお、前投薬

投与後から手術終了までの時間は、中央値が66分

表1 患者の全身状態によるASA分類

ASA分類 患者の全身状態

I 健康な患者

E 軽度の全身疾患を持つ患者

E 中等度から重度の全身疾患または複数の全身疾
患を持つ患者

N 生命をおびやかす重度の全身疾患を持つ患者

V 瀕死の状態で手術の有無にかかわらず24時間以
内の命と考えられる患者

(32-104分)、平均値が66.7分であった。

麻酔前の動物の全身状態の評価は、一般身体検

査、全血球計算、血液化学検査、画像診断によ

りASA分類を行った。すなわち、一般身体検査

として全身状態、聴診、視診、打診、触診、呼吸

数、心拍数、可視粘膜色調、毛細血管再充満時

間 (CRT)、股動脈圧触知、体温測定などを行っ

た。全血球計算として赤血球数 (RBC)、ヘマトク

リット値 (HCT)、ヘモグロビン濃度 (HGB) の

うちlつ以上の低下を貧血と判断した。血液化学

検査では主にアラニン・アミノトランスフエラー

ゼ (ALT)、アルカリホスファターゼ (ALP) で

肝機能検査、主に血中尿素窒素 (BUN) やクレ

アチニン (CRE) で腎機能検査、ウサギにおけ

る肝リピドーシスの指標的となる中性脂肪などを

Quesenberryの基準値7)と比較した。また、画像

診断では胸部X線検査、腹部X線検査、心臓超音

波検査、腹部超音波検査、 ComputedTomography 

(CT)検査の中から選択して評価を行った。

麻酔法については、手術症例や臼歯処置例に対

し、前投薬にはアセプロマジン(1.0mg/kg、1M)、

塩酸ケタミン(1.0-2.0mg/kg、1M)、グリコピロ

レート (0.01mg/kg、SC)、酒石酸ブトルファノー

ル (0.1mg/kg、1M) を使用した。腎機能低下のな

い限り、鎮痛薬としてメロキシカム (0.2mg/kg、

SC) を併用した。また、てんかん様発作があり脳

疾患を疑った l症例に対しては、頭蓋内圧上昇作

用を考慮し、さらに骨肉腫による断脚症例に関し

ては鎮痛作用強化のため、前投薬としてミダゾラ

ム (0.6mg/kg、1M) に加え、硫酸モルヒネ(1.0

mg/kg、1M) を用いた。前投薬投与直後からアク

リル製の麻酔導入箱で 10-15分間、 1L1分で酸素

吸入後、麻酔導入箱内で、イソフルラン気化器の

ダイヤルを 5%に設定して麻酔導入を開始し、不動
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化が得られたらマスク (94.4%;1511160) または

気管内チューブ (5.6%;9/160) の挿管により、維

持麻酔 (2-3%イソフルラン)へと移行した。不動

化後、常法に従い術野の剃毛し、消毒の後、手術

を実施し、術野の皮下組織には、術後における痔

痛を軽減させるため、全症例で局所麻酔薬(塩酸

ブピパカイン;0.1 mg/kg)の滴下による鎮痛処置

も行った。剃毛処置の2例は前投薬を除いた他の

症例同様の方法を用い、吸入麻酔薬のみで処置を

行った。輸液に関しては、すべての症例で処置ま

たは術前4-5時間前に皮下補液(酢酸リンゲ、ル液;

5.0-10.0 ml/kg) を行い、 ASA分類皿以上の症例で

は鎮静後に手術終了まで静脈輸液(酢酸リンゲル

i夜;10.0 ml/kg/hr) を行った。

麻酔中のモニタリングは、麻酔下の動物にお

ける酸素化、換気、循環機能の変化を、 Medical

Electronics (ME) 機器[多項目モニターバイオス

コープAM130(E)、フクダエム・イー工業株式会

社]で示される動脈血酸素飽和度、呼吸数、終末

呼気二酸化炭素分圧、心拍数、血圧や、股動脈圧

触知などを用いて評価しながら、手術の流れにお

ける変化のタイミング時や、変化が無い場合でも

2-3分間隔で麻酔記録簿に記録した。また、術後

のモニタリングは、呼吸数、心拍数、可視粘膜色

調、 CRT、体温、股動脈圧など五感を中心とした

モニタリングを 30分間隔で4-5時間行い、その後

は症例の状態により 2-6時間間隔で24-48時間ま

で実施した。

麻酔関連偶発死亡例のタイミングに用いる時間

軸は、小沼ら 6)の報告同様、導入開始から 24時間

以内、 24-48時間、 48-120時間とした。また、麻

酔関連偶発死亡例についてはその原因も麻酔記録

簿や入院カルテにより調査した。

成績

160例においてASA分類を行ったところ、 ASA

分類Iは69例、 ASA分類11は53例、 ASA分類III

は34例、 ASA分類町は4例であり、 ASA分類Vは

該当がなかった。麻酔関連偶発死亡症例は 160例

中3例であり、麻酔関連偶発死亡率は1.9%であっ

た。死亡した症例の手術手技の内訳は、尿路結石

摘出術 (ASA分類E、2歳齢、未去勢雄)、子宮疾

患による卵巣子宮全摘出術 (ASA分類町、 3歳齢、

未避妊雌)、消化管閉塞による消化管切開術 (ASA

表2 ウサギ160例における疾患・処置別のASA分類と麻酔関連

偶発死亡率

種類
ASA分類

ム仁3、三ロ牛l 

I E E N 

子宮疾患 12 22 2* 37* 

避妊手術 34 。。。 34 

臼歯過長症 3 21 9 。 33 

去勢手術 23 。。 24 

皮膚腫癌 2 5 。。 7 

尿路結石 。 5 lネ 。 6* 

骨折外固定 4 。。 5 

消化管閉塞 。 2ネ 4* 

精巣疾患 。 3 。。 3 

乳腺腫蕩 。 2 。。 2 

剃毛処置 2 。。。 2 

前立腺嚢胞 。 。。
鼠径ヘルニア 。 。。
骨肉腫 。。 。
合計 69 53 34ネ 4* 160 

死亡例 。。 2 3 

死亡率料 。 。 2.9 50 1.9 

American Society of Anesthesiologists Physical Status (ASA)、
ASAVは該当なし、*麻酔関連偶発死亡例あり、**麻酔関

連偶発死亡率

分類町、 6歳齢、避妊雌)であり、とくにASA分

類町では麻酔関連偶発死亡率は4例中2例 (50%)

と高かった(表2)。

手術手技・処置別の内訳は表2に示した(表2)。

麻酔関連偶発死亡3例の時間軸は、全て24時間

以内であり、導入時には該当例がなく、手術開始、

つまり前投薬投与後1時間後が2例、 18時間後(手

術時間 1時間だ、ったため術後17時間)がl例であっ

た。死亡までの経過はME機器と五感により観察

したが、 2例は軽度な心拍数増加ののち、突然の呼

吸数と心拍数低下、 l例は持続する低体温に加え、

血圧や心拍数、呼吸数が低下していた。その後3

例とも呼吸停止直後に心停止し、心肺蘇生法を実

施したが自己心拍再開せず死亡した。その他、時

間軸の24-48時間、および48-120時間に該当する

症例はなかったため、特にこれら時間軸について

分類しなかった。

ASA分類のために血液検査はすべての症例で実

施され、結果から Quesenberryの基準値7)外の症例

を異常とした。異常項目の内訳は6症例の重複も

含め、貧血28例 (ASA分類 II7例、 m19例、町
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表4 ウサギ128例における画像診断のASA分類による異常所

見および異常所見を示した割合

表3 ウサギ160例における血液検査のASA分類による異常所

見および異常所見を示した割合

ASA分類
合計

160 

128 

80 

128 

47 

A
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52 

40.6 

4*** 

100 

31*キ*

100 

15 

30 

2キ*

4.7 

画像診断

全症例数

実施数

実施率(%)

内訳キ

X線検査

超音波検査

CT検査

異常症例数

異常率(%)

ASA分類

W 

4 

4 

100 

W 
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24) 

14) 

14) 

34) 
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28 

27 

79.4 
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12 
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43 
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皿

34 

Q
ノ

ζ
リ

ウ

I
H
4・

A
U

凸

υ

l
 

l
 

E 
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A
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寸
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A
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Aり

合計

69 

ハU
A
u
n
U
A
U
A
U
A
U

症例数

貧血1)

高脂肪血症

肝機能障害2)

腎機能障害3)

高Ca血症

高血糖

異常項目数

異常症例数

異常率(%)

E
 34 

31 

91.2 

E 

53 

50 

94.3 

69 

43 

62.3 

*X線検査、超音波検査。 CT検査数は重複48例含む
**軽度な子宮の拡張はあるが全身状態に影響はない
***麻酔関連偶発死亡例あり

1)赤血球数、ヘモグロビン数、ヘマトクリット値のいずれ

かの低下(重複あり)
2)主にALT、AST、ALPのいずれかの高値(重複あり)
3)主にBUN、C阻のいずれかの高値(重複あり)
4)麻酔関連偶発死亡例あり(重複あり)
5)6症例重複

ると思われる心拡大、肺野の異常、消化管閉塞や、

臼歯過長症に続発し胸郭の圧迫による呼吸抑制を

まねく消化管内ガス貯留、痔痛や貧血などをまね

く子宮疾患で確認される子宮拡張、痔痛の強い骨

折などを画像診断の異常とした。それら画像診断

における異常率は、 ASA分類 Iでは4.7%(2/43; 

異常の2症例は軽度な子宮の拡張はあるが全身状

態に影響はない)、 ASA分類 Eは30.0%(15/50)、

ASA分類固と Nでは異常率100%となった。全

症例における画像診断における異常率は40.6%

(521128) となった(表4)。

麻酔関連偶発死亡症例とは「理由の知何に関係

なく麻酔中または麻酔終了後に死亡した症例」と

定義される 6)。一般身体検査や血液検査、画像診断

などの術前検査結果により、症例の術前の全身状

態を客観的に評価するASA分類を用いることで、

ASA分類が高ければ高いほど麻酔関連偶発死亡率

が高くなり、特にASA分類町では麻酔の実施の有

無も検討しなくてはならないほど死亡率が高いと

いう情報を、麻酔管理に関わる全スタッフが認識

できるだけでなく、症例の飼い主に対しても症例

の麻酔リスクを客観的に説明可能となる 1，3，6)。す

なわち飼い主は、 ASA分類を基準に、我々臨床獣

医師と共通の認識を持つことが可能となるため、

十分なインフォームドコンセントを受けることが

察考

2例)、高脂血症11例 (ASA分類 II4例、 ill6例、

町l例)、肝機能障害4例 (ASA分類 II1例、 ill2

例、町 l例)、腎機能障害4例 (ASA分類 illl例、

N3例)で、食餌性が疑われる高カルシウム血症

(ASA分類 II1例)およびストレス性が疑われる高

血糖 (ASA分類Nl例)もあった4)。重複症例を

除いた血液異常を示した症例の割合は、 ASA分類

Iは0%、ASA分類 Eは22.6% (12/53)、ASA分

類Eは79.4%(27/34)、ASA分類町は 100%(4/4) 

で、全症例では26.9% (431160)であった(表3)。

麻酔関連偶発死亡例は、 ASA分類Eの尿路結石に

よる腎機能障害 (BUN37.0 mg/dL、CRE1.7 mgl 

dL)のl例と、 ASA分類町の2例で、 l例は消化管

閉塞による腎機能障害 (BUN81 mg/dL) と肝機能

障害 (ALT114 mg/dL)の併発、もう l例は子宮疾

患による貧血 (RBC4.01 x 1061μl、HGB9.7 g/dL、

HCT 28.3%)および肝リピドーシスを疑う高脂血

症 (TG460 mg/dL)であった4)。画像診断として、

胸部X線検査、腹部X線検査、心臓超音波検査、

腹部超音波検査、 CT検査の中から症例により選択

し実施したが、実施率80% (1281160) とすべて

の症例で実施できなかった(表4)0ASA分類 Iで

は特に実施率が低く 62.3%(43/69)であったが、

ASA分類 Eでは94.3%、 ASA分類 Eで91.2%、

ASA分類Nで100%とASA分類 E以上では91.2%

以上の高い実施率となった。麻酔のリスクを高め
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できるようになると考えられる。

今回、調査した160例のうち麻酔関連偶発死亡数

は3例(1.9%)であり、 ASA分類Eがl例、 ASA

分類町が2例であった。手術手技・処置別では子

宮疾患による卵巣子宮全摘出術l例 (ASA分類町)、

尿路結石摘出術l例 (ASA分類lll)、消化管閉塞に

よる消化管切開術でl例 (ASA分類町)であった。

卵巣子宮全摘出術を行った症例では貧血および肝

リピドーシスが、尿路結石摘出術を行った症例で

は尿路結石による腎機能障害が、また、消化管切

開術を行った症例では腎機能障害と肝機能障害が

術前検査で明らかになっていた。よって手術手技・

処置の内容ではなく、術前の状態が悪く ASA分類

が高い場合に麻酔関連偶発死亡率が高いと考えら

れた。

年齢に関しては、一般的に高齢のほうがより麻

酔に関するリスクが高いと考えられるが、今回の

結果では、 4歳齢未満 (84例中ASA分類皿および

町の各2例;2.4%)のほうが、 4歳齢以上 (76例中

ASA分類町 1例;1.3%)よりも麻酔関連偶発死亡

率が高かった。よって年齢ではなく、 ASA分類に

より麻酔に関するリスクを判断するべきだと考え

られた。

麻酔関連偶発死亡例の時間軸は、すべて24時間

以内であり、その内訳は手術開始1時間後が2例、

18時間後がl例であった。 Brodbeltらの報告の麻

酔関連偶発死亡率は、手術前、手術中、手術終

了後の中で手術終了後の3時間以内が最も高かっ

た1)。よって本調査と合わせ、手術開始1時間から

手術終了後3時間以内は特に注意深いME機器や五

感を駆使したモニタリングが必要であり、さらに

術後24時間まで術後管理に注意が必要である点は

犬や猫と変わらない重要な注意点であると考えら

れた。

ASA分類において、動物の全身状態の客観的な

把握のために、血液検査や画像診断などの臨床項

目の情報が重要となる。本調査では、比較的全身

状態がよいASA分類Iでも画像診断で4.7%、ASA

分類IIでは血液検査で22.6%、画像診断で30.0%

の症例で異常所見が認められた。しかし腹腔内が

消化管で占められるウサギの画像診断は、腹部X

線検査では脂肪によるコントラストがつきにくく、

さらに腹部超音波検査でも消化管ガスの影響によ

り正確な評価が困難で、あるため、画像診断による

異常所見の検出率は低い可能性があり 5)、本調査で

も過小評価をしていた可能性も考えられる。よっ

て本調査でのASA分類 Iの画像診断実施率が費用

面の理由で62.3%と低かったが、できるだけ積極

的な画像診断の実施が望まれる。血液検査や画像

診断などの積極的な手術・処置前検査によりでき

るだけ信頼度の高いASA分類をする必要性がある

と考えられた。

今回の麻酔関連偶発死亡率は 19%(3/100、す

べてASA分類E以上)と安楽死も含めたBrodbelt
らの報告 1)の1.39%よりも高い値となった。この

報告と母集団に大きな隔たりのある本調査とでは

単純に比べることはできないが、その主たる原因

として考えられることは、我が固には麻酔専門医

をはじめとする専門医がいないため生じるであろ

う周術期に関係する症例管理技術の問題である可

能性も考えられる。しかしCantwellらの報告2)に

あるように、ウサギは体格が小型のため、血管確

保が容易でなく、すべての項目の麻酔モニタリン

グが困難で、あるため、全身症状の良好でない症例

(ASA分類 IIIおよび/もしくはIV)では、その他

の動物と比べてより麻酔リスクは高くなるという

ことも大きな理由であると考えられる。つまり、

本調査でも何らかの疾患があり、 ASA分類E以上

に分類されたウサギでは麻酔のリスクが高く、特

にASA分類町では麻酔関連偶発死亡率が50.0%も

あったことから、こういった症例では麻酔前に、

治療により状態を改善させASA分類を下げてから

麻酔を実施するべきか、あるいは手術をするべき

か根本的に検討する必要性がある。そのための一

助となる積極的な麻酔前検査により ASA分類を実

施し、患者状態を詳細に評価する必要性があると

考えられた。

本調査で示された麻酔関連の死亡数は、安楽死

が少ないという日本の背景9)だけでなく、本施設

の方針により安楽死がなかったため、今回の麻酔

関連偶発死亡例には安楽死は含まれていない。ま

た、死亡した原因は、すべて手術中または手術終

了後の呼吸停止からの心停止による死亡であった。

したがって、術後24時間まで呼吸数や動脈血酸素

飽和度などの換気や酸素化について定期的なモニ

タリングが必要で、あるとともに、今後、死亡原因

の詳細な調査のためには、死亡症例の剖検が必要

であると考えられた。

また、他の動物における麻酔管理と同様、積極

的な痔痛管理および麻酔下の動物における酸素化、
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換気、循環機能の異常を早期に把握するために気

管チューブやラリンジアルマスクなどの積極的な

使用や、非侵襲的で信頼できる ME機器を用いた

麻酔モニタリングは欠かせない。こういったME

機器による患者状態の把握と鎮痛効果の判定には、

しっかりと教育を受けた麻酔係(獣医師、動物看

護師)による麻酔記録は欠かすことができない重

要な項目である。これらを実現可能な麻酔係の教

育も今後の課題となると考えられる。

以上のことより、ウサギの麻酔管理は、積極的

な術前検査による ASA分類、麻酔中の患者モニタ

リングによる適切な麻酔管理が必要で、あると考え

られた。特に術前の全身状態の悪いASA分類皿

以上の症例で、手術開始から 3時間は徹底した麻

酔管理を行い、さらに手術終了24時間後までは集

中的に全身状態の支持療法をも考慮する必要があ

る。今後、今回明らかにできなかった麻酔関連偶

発死亡症例の原因の特定、死亡以外の麻酔関連偶

発症例についての調査を含め、ウサギの麻酔に関

する安全性の向上につながるさらなる研究が必要

である。
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