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作成した3Dデータ

3．手技内容
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現行モデルのCT撮影画像
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動物に与えるストレスを最小
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心臓モデル『Cardio Model E.V.』

（図4）
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実際に尾内に埋没した尾静脈
を模した血管チューブに注射
針を刺入することができる。ま
た 、尾 静 脈 投 与 と 採 血 の 操 作
は 、模 擬 血 液（ オ プ シ ョ ン と し
図4

保定

て購入可能）を使用する。New
NATSUME RATでは手技内容の

b．経口投与

図7

気管内挿管

中でも特に練習頻度が高い尾静

経口投与針にシリンジを付け
て投与法の練習ができる。
口腔、咽喉、食道、胃の構造を

脈投与と採血を、より多く実施で
きるように1体につき尾が2本付
属する。
（図6）

4．まとめ
New NATSUME RATは、生
体を使わずとも手技訓練が可能

持つため、実際に経口投与針を
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尾静脈投与と採血

d．気管内挿管
口腔内にラット用の喉頭鏡を
挿入し、目視下で気管チューブを
気管内へ挿入する。
無理に力を入れすぎないよう、
入り難い場合は挿管台上のラッ
トの姿勢が真っ直ぐであること
を確認し、喉頭鏡先端の方向を少
しずつ変えながら、気管内へ静か
に挿入することが重要である。
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経口投与

c．尾静脈投与と採血
尾 の 構 造 は 、尾 外 皮 と 血 管
チューブを尾の両側にループ状
に埋没した尾本体、模擬血液注入
口からなる。
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New NATSUME RATでは喉
頭鏡の挿入の仕方、気管チューブ
の挿管方法等のコツをより理解
できるよう、口腔内の大きさ、前
歯の長さの統一にこだわり、製作
精度を向上させている。
（図7）

確な取り扱い方法をNATSUME
RATを使用して習熟した上で実
際の生体の操作を行うことで、実
験動物に与える苦痛を最小限に
抑えることができる。その結果、
実験に必要な動物数削減への貢
献に繋がり得ると当社は考えて
いる。またNATSUME RATの利
点として、生体に対して、正しい
操作だけでなく、行うべきではな
い操作も実験初学者に実際に見
せながら教えることができるこ
とも挙げられる。実験者にとって
も、手技を理解したうえで安心し
て動物に触れられるという利点
もあり、労働安全衛生などにもつ
ながる。

5．今後の展望
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が必要となる。

に向け、人と動物に優しいものづ

NATSUME RATは、あくまで

くりを心掛け、ライフサイエンス

も実験初学者のための訓練用樹

の未来と共に歩んでいきたいと

脂製モデルであり、動物と同じよ

考えている。
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