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感染症対策
－備えあれば憂いなしと言えればよいのだが－

　早いもので、馬インフルエンザの流行から7年になる。36年ぶりとなった2007年の流行
以降、輸入検疫への馬インフルエンザウイルス検出を目的としたPCR法および簡易診断
キットの導入、馬インフルエンザワクチンへの2007年流行株であるIbaraki/07株の導入、
および国が「動物用インフルエンザワクチン製造用株選定委員会」を設置するなど、馬イン
フルエンザに対する防疫体制の強化を見ている。馬インフルエンザに対する輸入検疫強化
後は、ほとんど毎年のように欧米からの輸入乗馬または肉用馬で、感染馬が摘発されてお
り、国内への侵入は水際で防がれている。また、上記株選定委員会の設置により、これま
でワクチン株変更の認可には、ワクチン株決定後製品化まで3～ 4年必要であったものが、

株選定委員会で変更する株が決定されれば、約１年で製品化が可能となる国のシステムが構築され、新たな流行
株が出現した際には、その株に対応できるワクチンをいち早く供給できる体制が整った。感染症に対する対策は、
このようにいったん事が起きた場合には、非常にスピーディーに強化が図られる。しかしながら、事が起きない
段階では、何事もスピーディーには進まない。となると、地道に対策を整えておくしかない。
　馬インフルエンザの流行のあった2007年を振り返ってみたい。
　競走馬総合研究所栃木支所では、この年までに、2003年以降の海外流行株に抗原変異があり、アメリカ系統か
ら派生したフロリダ亜系統株が海外での流行に関与していることを把握していた。そこで、フロリダ亜系統の流
行株を数株入手し、抗原性状を解析した結果、当時の日本のワクチンでは交差防御は期待できるものの、その効
果は十分ではないことが予測された。このことから、当時のワクチン株変更ステップであった馬防疫検討会馬イ
ンフルエンザワクチン専門会議の開催が必要と判断し、2007年5月に１回目の会議を開いたところであった。そ
こでは、栃木支所における抗原性状解析結果を踏まえ、ワクチンへのフロリダ亜系統株導入の必要性が確認され、
海外から入手した株をワクチンメーカーに分与し、製造に適した株の検討を実施することが決定された。
　また、栃木支所では、この年までに、万一馬インフルエンザが国内で発生した場合、野外で迅速に診断できる
手法が必要と考え、市販されているヒト用のインフルエンザウイルス簡易診断キットが、馬インフルエンザウイ
ルスの検出に有用であるかの検討を実施していた。その結果は、市販品の中には、全く馬インフルエンザウイル
スを検出できないものもあったが、２社の製品がほぼ同等に馬インフルエンザウイルス抗原を検出し、馬インフ
ルエンザの診断に有用であるというものであった。実験室内の試験では、2社の製品の特異性に問題は認められ
なかったが、野外材料で非特異反応の出現の有無（この時点では、国内は馬インフルエンザフリーであったため）
を調べる必要があるため、この年の春の防疫調整会議において、両トレーニング・センター競走馬診療所で発熱
馬や入厩検疫馬の中から任意に鼻腔スワブを検査し、野外材料を用いた場合どの程度非特異反応が出現するの
かを年間を通して調査していくことが決定していた。このため、両トレーニング・センターの競走馬診療所には、
簡易診断キットが常備され、例数は少ないながら簡易診断キットを用いた調査が行なわれていた。
　そして2007年8月15日。美浦トレーニング・センターの発熱馬が簡易診断キットで陽性反応を示したとの一報
が入り、陽性材料は直ちに栃木支所に持ち込まれた。夜にはPCR試験により馬インフルエンザウイルス遺伝子が
検出され、36年ぶりの馬インフルエンザの発生が確認された。その後の経過については周知のとおりである。美
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浦トレーニング・センターでは、この一報の段階では、まだ発熱馬が爆発的に増えている状態ではなかった。言
い換えれば、栃木支所に材料を送ってまで検査する必要があるとは、誰も思わない状況と考えられた。ちょっと
いつもの夏場よりも多いかなということで、念のため簡易診断キットで検査したら陽性であったというのが実情
であった。流行期間中においても、臨床現場で診断できる簡易診断キットは威力を発揮し、感染拡大防止の一助
となった。事前にヒト用の簡易診断キットが馬インフルエンザの診断にも有用であることを確認していたことに
より、発生早期での感染馬の摘発およびそれに続く迅速な初動防疫体制の確立につながり、流行の規模拡大を抑
制できたものと思われる。さらに、この流行の原因となったウイルスは、事前に入手し抗原性状等を把握してい
たフロリダ亜系統株であり、当時のワクチンが十分ではないものの流行株に対して効果を有することが確認され
ていたことも、防疫体制構築の一助となった。
　このように、2007年の出来事は、感染症対策において、備えがあったればこそ、1971年の初回流行時ほどの惨
事には至らなかったが、憂いなしというような結果ではなかった。流行後の馬インフルエンザに対する防疫体制
の強化により、備えあれば憂いなしと言えればよいのだが、感染症対策はそれほど甘いものではない。感染症対
策に万全はなく、いつ流行が起きてもおかしくないという認識のもと、常日頃から馬関係者が感染症に対する知
識と理解を深めておくことが最も重要と思われる。そのためにも、本誌に掲載されている馬の感染症に関する情
報などを参考にしていただければ幸いである。

平成26年 1月 6日

競走馬総合研究所　栃木支所
支所長　松村富夫
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1）Tokushige Hirotaka, Ohta Minoru, Kurimoto Sinjiro, Kuroda Taisuke, Ishikawa Yuhiro : 栗東トレーニング・センター　競走馬診療所
2）Tokushige Hirotaka : 函館競馬場　競走馬診療所
3）Ohta Minoru : 美浦トレーニング・センター　競走馬診療所
4）Kurimoto Sinjiro : 馬事部防疫課
本論文は、J. Vet. Med. Sci. 75(7): 841-845, 2013に英文で掲載された。

膠質輸液剤（6%ハイドロキシエチルスターチ液）投与が
セボフルラン吸入麻酔下のサラブレッド種の血行動態に及ぼす影響

徳重裕貴1, 2）・太田　稔1, 3）・栗本慎二郎1, 4）・黒田泰輔1）・石川裕博1）

　ハイドロキシエチルスターチ液（HES）投与が、麻酔下のウマの血行動態に及ぼす影響を評価するため、
6頭の健康なサラブレッド種に6％HESを投与した。キシラジン、グアイフェネシンおよびチオペンタール
により麻酔導入し、終末呼気セボフルラン濃度を2.8％で維持した。麻酔中は右側横臥で保定し、6％HES（5 
ml/kg）を毎回15分かけて15分間隔で3回繰り返し静脈内投与した。また、HESに加え、乳酸リンゲル液（10 
ml/kg/hr）も持続投与した。血行動態の指標は、6％HES投与前および投与開始90分後まで15分間隔で測定
した。実験中は、心拍数および動脈圧に有意な変化は認められなかった。平均右心房圧、1回拍出量およ
び心拍出量（CO）は用量依存性に有意に増加した。一方、末梢血管抵抗（SVR）は有意に減少した。実験中は、
血中電解質濃度（Na＋・K＋・Cl－）に有意な変化は認められなかったが、ヘマトクリット値、ヘモグロビン
濃度、総蛋白およびアルブミン濃度は用量依存性に減少した。結論として、HES投与によりCOは用量依
存性に増加したが、SVRが減少したため、動脈圧に有意な変動は認められなかった。

要約

はじめに
　麻酔によって循環血液量の減少や血圧の低下が引
き起こされると、末梢組織への血液供給が減少し
［11］、結果として麻酔後の合併症や死亡のリスクが
高まることになる［5, 17, 18］。ウマの麻酔中の循環
血液量減少や低血圧に対する治療法としては、輸液
剤の静脈内投与が有効であり、しばしば乳酸リン
ゲル液（LRS）に代表される晶質液が投与されている。
ただし、血管内に保持される晶質液は投与量の33％
未満であり、30分後には20％未満にまで減少するこ
とが報告されている［6, 10, 13］。そのため、循環血
液量減少や低血圧を改善するためには、大容量の晶
質液を投与する必要がある。しかし、臨床現場にお
いて、大動物に対して短時間内に大容量の輸液剤を

投与することは、物理的に困難である。また、大容
量の晶質液を急速に投与すると、血液成分の希釈が
生じ、間質性水腫や肺水腫のリスクが高まる［7, 15］。
　一方、循環血液量減少や低血圧に対する治療法と
して、6％ハイドロキシエチルスターチ液（HES）に
代表される膠質液の投与が、獣医療領域においても
普及しつつある。膠質液は投与後も血管内に保持さ
れるため、少ない輸液量で体液量の増大を維持する
ことが可能であり、その結果として末梢循環が改
善される［3, 13］。イソフルラン吸入麻酔下において、
瀉血により実験的に低血圧状態となったイヌでは、
LRS投与よりも膠質液投与のほうが効果的に血管内
容量を増加させたと報告されている［14］。また、イ
ソフルラン吸入麻酔により低血圧状態となったイヌ

研究レポート



（4） 馬の科学　vol.51（1）2014

の治療法としては、LRS投与よりも膠質液投与を推
奨する報告もある［1］。
　これまで、麻酔下のウマにおけるHES投与の効
果は、ほとんど研究されていない。本研究の目的
は、6％HES投与がセボフルラン吸入麻酔下のサラ
ブレッド種の血行動態に及ぼす影響を調査し、麻酔
下のウマにおけるHES投与の臨床有用性と安全性を
評価することである。

材料および方法

供試馬：
　本実験では6頭のサラブレッド種（雄5頭・雌1頭）
を用いた。平均年齢は4.2±1.6歳（2～ 6歳）で、平均
体重は458±9kg（446 ～ 470kg）であった。全例に
おいて、麻酔前の身体検査、血液検査および心電図
検査の結果に異常は認められなかった。麻酔12時間
前より絶食とし、飲水は自由とした。本実験は、日
本中央競馬会競走馬総合研究所の動物実験ガイドラ
インに則して実施された。

麻酔および測定方法：
　LRS投与および静脈血サンプル採取用として左頚
静脈に14Gカテーテルを留置した。また、HES投与
用として右頚静脈に12Gカテーテルを留置した。供
試馬はキシラジン1.0mg/kg（セラクタール；Bayer，
Osaka，Japan）による前鎮静後、5%グアイフェ
ネシン2.0ml/kg（伸陽化学工業株式会社，Osaka，
Japan）およびチオペンタールナトリウム2.0mg/
ml（ラボナール；三菱田辺製薬株式会社，Osaka，
Japan）の急速静脈内投与により導入した。導入後
は気管内挿管し、手術台上に右側横臥で保定した。
麻酔は大動物用再呼吸麻酔回路（MOK94；Silver 
Medical 株式会社，Tokyo，Japan）を用い、セボフ
ルラン（セボフルレン；丸石製薬株式会社，Osaka，
Japan）および酸素（約5 l/min）により維持した。間
歇的陽圧換気法を用い、最大吸気圧25 cmH2O、換
気回数8～ 12回/分の条件で、動脈血二酸化炭素分
圧（PaCO2）を45～ 55mmHgの範囲内に維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、A-B誘
導心電図を用いた。動脈血圧の測定および動静脈サ
ンプル採取用として、顔面動脈に20Gカテーテルを

留置した。平均右心房圧（MRAP）の測定用にSwan-
Ganzカテーテル（93A-191-8F；バクスター株式会社，
Tokyo，Japan）を左頚静脈から右心房へ挿入した。
これらのカテーテルは、圧トランスデューサーに接
続した。また、気管チューブの回路終末から連続的
に呼気ガスを回収した。終末呼気セボフルラン濃度
（ETSEVO）、HR、収縮期動脈圧（SAP）、拡張期動脈
圧（DAP）、平均動脈圧（MAP）およびMRAPは、麻
酔監視システム（BP608；オムロン コーリン株式会
社，Tokyo，Japan）を用いて5分毎に記録した。
　左室拡張末期径（LVIDd）および左室収縮末期径
（LVIDs）は、Mモード心エコー像から既報の方法
に従い測定した［12］。画像の描出には、最大深度
30cmの2.0MHzプローブを装備した超音波画像診
断装置（Apron EUB-7000HV；株式会社日立メディ
コ，Tokyo，Japan）を用いた。測定者間のばらつき
を無くすため、全ての測定は同一者が実施した。左
室拡張末期容積（LVEdV）および左室収縮末期容積
（LVEsV）は、Pombo法により算出した［16］。1回
拍出量（SV）、心拍出量（CO）および末梢血管抵抗
（SVR）は、以下の計算式により算出した。
　SV (ml) = LVEdV (ml) ‒ LVEsV (ml)
　CO (l/min) = SV (ml) × HR (beats/min) / 1000
　SVR (dynes･sec/cm5) = 60 × [MAP (mmHg) ‒ 
MRAP (mmHg)] × 1332 / [CO (l/min) × 1000]
左室内径短縮率（FS%）は、LVIDの拡張末期と収縮
末期の変化率として、以下の計算式により算出した。
　FS% = (LVIDd ‒ LVIDs) / LVIDd × 100

実験プロトコール：
　実験プロトコールの概略を図1に示した。麻酔導
入後15分以内にETSEVOが2.8％（ウマにおけるセ
ボフルラン最少肺胞内濃度［MAC］の約1.2倍［2］）に
到達するよう麻酔ガス濃度を調節し、その後は実
験終了時まで同濃度で維持した。麻酔中はLRS（ハ
ルトマン溶液；ニプロファーマ株式会社，Osaka，
Japan）を約10ml/kg/hrで持続投与した。麻酔導入
から、血行動態の指標が安定し、測定の準備が整
うまで45分間麻酔を維持した後、基準値を測定し
た（基準値測定時を0分点とした）。基準値を測定後、
6%HES（ヘスパンダー溶液；フレゼニウスカービ
ジャパン，Tokyo，Japan）5 ml/kgを毎回15分かけ
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て15分間隔で3回繰り返し静脈内投与した。

測定および分析：
　HR、SAP、DAP、MAP、MRAPおよび心エコー
指標は、基準点（麻酔導入から45分後）および基準点
から15分（1回目のHES投与終了時）、30分、45分（2
回目のHES投与終了時）、60分、75分（3回目のHES
投与終了時）、90分後に測定し、測定結果を記録し
た。動静脈血サンプルも同一点で採取した。採取
後は速やかにPaCO2、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを血液ガス分析装置（ABL800 FLEX，ラジオ
メーター株式会社，Tokyo，Japan）を用いて測定し
た。ヘマトクリット値（PCV）およびヘモグロビン濃
度（Hb）は血球計算機（K-4500，シスメックス株式会
社，Hyogo，Japan）、血清中の総蛋白、アルブミン
および電解質（Na＋・K＋・Cl－）濃度は自動血液生化
学分析装置（7700 Clinical Analyzer，株式会社日立
ハイテクノロジーズ，Tokyo，Japan）を用いて測定
した。

統計解析：
　統計解析には、JMP v6.0.3（SAS Institute Inc.，
Cary，NC，U.S.A.）を用いた。血行動態指標およ
び血液サンプルのデータは、一元配置分散分析
（ANOVA）により解析した。有意差が認められた場
合は、Tukey’s post-testによる多重比較検定を行っ
た。結果は平均±標準偏差で示し、危険率0.05未満
を有意差ありとした。

結果
　表1には、本実験における血行動態指標の変化を
示した。HR、SAP、DAP、MAPおよびFS%につ

いては、実験中に有意な変化は認められなかった。
MRAPは有意に上昇し（p < 0.0001）、45～ 90分では
基準値と比較して有意に高値を示した。SVは有意
に増加し（p = 0.0004）、45～ 90分では基準値と比較
して有意に高値を示した。COも有意に増加し（p < 
0.0001）、30～ 90分では基準値と比較して有意に高
値を示した。一方、SVRは有意に減少し（p < 0.0001）、
30～ 90分では基準値と比較して有意に低値を示し
た。
　表2には、本実験における血液ガス分析および血
液生化学検査の変化を示した。PaCO2、PaO2および
pHについては、実験中に有意な変化は認められな
かった。全ての測定点において、PaCO2は設定値内
に維持可能であった。PCV、Hb、総蛋白およびア
ルブミン濃度は、HES投与毎に用量依存性に有意に
減少した（p < 0.0001）。電解質濃度（Na＋・K＋・Cl－）
については、実験中に有意な変化は認められなかっ
た。
　全例において覚醒は平穏であり、起立後の運動失
調も僅かであった。また、明らかな合併症も認めら
れなかった。

考察
　本実験では、セボフルラン吸入麻酔下のウマに5
～ 15ml/kgの6%HESを投与したところ、COが有意
に増加した。したがって、HES投与は、セボフルラ
ン吸入麻酔によって引き起こされる循環血液量減少
の改善に有効であると考えられた。
　通常、低血圧下では、圧受容器反射によりHRが
増加することが知られている。しかし、本実験で
は、低血圧状態にもかかわらず、麻酔中のHRの増
加は認められなかった。これは、1.2MACのセボフ

図1．実験プロトコールの概略。測定ポイントを白抜きの矢印で示した。
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ルランにより、圧受容器反射が鈍化したためと考え
られた。HES投与により、COは有意に増加したが、
SAP、DAPおよびMAPの有意な上昇は認められな
かった。これは、SVRの有意な減少によって、SAP、
DAPおよびMAPの大幅な上昇が抑制されたものと
考えられた。これらの結果は、イソフルラン吸入麻
酔下のイヌに膠質輸液剤（ヘタスターチ）を投与した
ところ、心係数が増加し、SVRが減少したとの既報
と類似していた［1］。このSVRの減少は、HES投与
により心房が拡張し、心房性ナトリウム利尿ペプチ
ドの放出が促進され、血管拡張が引き起こされたた
めと考えられた。
　心肺機能に異常がなければ、MRAPは心臓の前負
荷の一般的な指標となることが知られている。した
がって、HES投与による用量依存性のMRAPの上昇
は、循環血流量の増加を示唆していると考えられた。
左室拡張末期径と左室収縮末期径の変化率から算出

されるFS%は、左心室機能の一般的な指標のひとつ
として知られている。本実験ではHRおよびFS%の
変動は認められなかった。このことから、HES投与
は、セボフルラン吸入麻酔下のウマにおいて、心筋
酸素消費量の増加を伴わずに循環血流量を増加させ
たと考えられた。
　ウマの臨床現場では、手術中にSVあるいはCOを
測定することは非現実的である。そこで、術中の心
血管機能のモニターとしては、観血的動脈圧測定法
が一般的に用いられている。しかし、動脈圧はSVR
の変動の影響を受けるため、必ずしも循環血流量の
最適な指標とは限らない。実際、本実験ではCOの
有意な増加が認められたにもかかわらず、動脈圧の
変化は認められなかった。したがって、実際の臨床
例でHESを投与する場合、動脈圧は心血管機能のモ
ニターとしての限界があることに留意しなければな
らない。

HES Administration
HR （beats/min）
SAP （mmHg）
DAP （mmHg）
MAP （mmHg）
MRAP （mmHg）
SV （ml）
CO （l/min）
SVR （dyne・s/cm5）
FS% （%）

Baseline

31±3  
75±12
41±12
54±11
6±5

765±117
24±3  
165±40  
25±5  

15

32±3  
76±13
42±12
55±11
8±5

832±159
26±5  
148±49  
25±4  

30

33±2  
76±14
41±12
54±11
8±5

931±147
30±6  
124±30  
27±4  

45

33±2  
77±12
40±10
55±9  
10±6  
973±142
33±6  
113±29  
28±4  

60

34±2  
79±12
42±9  
56±8  
10±6  
975±149
33±6  
113±26  
27±4  

75

34±2  
81±11
45±12
60±11
12±6  
982±188
33±6  
118±25  
27±4  

90

33±3  
83±13
45±13
60±12
11±7  

1063±300  
35±8  
116±33  
26±4  

A

A

A

A

AB

AB

AB

AB

AB

ABC

BC

BC

BC

BC

C

C

BC

BC

C

C

C

BC

C

BC

C

C

C

C

Time Point （min）

←　5 ml/kg　→ ←　5 ml/kg　→ ←　5 ml/kg　→

平均±標準偏差で示した。
同一アルファベット間に有意差なし。

表1．6%HES投与による心拍数（HR）、収縮期動脈圧（SAP）、拡張期動脈圧（DAP）、平均動脈圧（MAP）、平均右心房圧
（MRAP）、1回拍出量（SV）、心拍出量（CO）、末梢血管抵抗（SVR）および左室内径短縮率（FS%）の変化。 

HES Administration
PaCO2 （mmHg）
PaO2 （mmHg）
pH
PCV （%）
Hb （g/dl）
Total Protein （g/dl）
Albumin （g/dl）
Sodium （mmol/l）
Potassium （mmol/l）
Chloride （mmol/l）

Baseline

49±3  
397±101
7.392±0.016
32±4  
11.6±1.3  
5.7±0.4
3.1±0.2
136±2    
4.1±0.2
99±1  

15

50±3  
398±72  
7.388±0.017
29±4  
10.3±1.3  
5.1±0.4
2.8±0.2
135±2    
4.1±0.2
99±2  

30

50±3  
387±66  
7.390±0.019
28±4  
10.2±1.4  
5.0±0.4
2.8±0.2
135±2    
4.1±0.2
99±2  

45

51±3  
392±68  
7.384±0.024
26±5  
9.4±1.5
4.6±0.4
2.6±0.2
135±2    
4.1±0.2
99±2  

60

51±4  
386±68  
7.388±0.026
26±5  
9.3±1.6
4.6±0.4
2.6±0.2
135±2    
4.1±0.2
99±2  

75

51±2  
379±65  
7.389±0.022
24±5  
8.5±1.6
4.3±0.4
2.5±0.2
134±2    
4.1±0.3
99±2  

90

51±2  
360±64  
7.394±0.020
24±5  
8.5±1.6
4.3±0.4
2.5±0.2
134±2    
4.1±0.3
99±2  

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

D

D

Time Point （min）

←　5 ml/kg　→ ←　5 ml/kg　→ ←　5 ml/kg　→

平均±標準偏差で示した。
同一アルファベット間に有意差なし。

表2．6%HES投与による動脈血二酸化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）、pH、ヘマトクリット値（PCV）、ヘ
モグロビン濃度（Hb）、血清中の総蛋白、アルブミンおよび電解質（Na＋・K＋・Cl－）濃度の変化。
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　PCV、Hb、総蛋白およびアルブミン濃度が用量
依存性に減少したことも、HES投与により血管内
容量が増加したことを示唆するものと考えられた。
過剰な輸液は著しい血液希釈を引き起こし、間質
性水腫や肺水腫に至ることがある［7, 10, 15］。しか
し、いずれの供試馬においても、鼻漏や結膜浮腫な
ど、過剰輸液による副作用の兆候は認められなかっ
た。HESの投与量が増加するにつれ、血清中の総蛋
白濃度はHES自体の濃度（約4.5g/dl）に近づくとされ
ている。実際、本実験においても、HES投与による
総蛋白濃度の過度の低下は認められなかったことか
ら、投与されたHESの大部分は血管内に保持されて
いたと考えられた。
　一方、膠質輸液剤の大量投与は、血液凝固障害、
腎不全、アレルギー反応などを引き起こすとの報告
がある［8］。これらの副作用を最小限に留めるため、
本実験では平均分子量70kD、モル置換度0.5の低分
子量HESを選択した。米国で一般的に使用されてい
るHES（ヘタスターチ）の分子量は550kD、モル置
換度は0.7であり、本実験で使用したHESは、これ
に比較して低分子量である。膠質輸液剤は、平均分
子量が小さいほど、効果持続時間が短くなることが
知られている［9］。しかし、本実験では、設定した
投与用量の範囲内において、目立った副作用を伴う
ことなく、セボフルラン吸入麻酔によって引き起こ
された循環血液量の減少を改善することができた。
このことから、今回の実験で設定したHESの投与用
量は、臨床的に適切な投与用量であり、セボフルラ
ン吸入麻酔下のウマに対して安全に投与できること
が示唆された。
　全身麻酔下では呼吸や発汗により一定量の水分が
失われる。麻酔下の輸液に関するガイドラインの多
くは、これらの喪失分を補うために、電解質輸液剤
を10～ 15ml/kg/hrで投与することを推奨している
［4, 10］。本実験においても、血管内水分量の喪失分
を補填するため、麻酔中に約10ml/kg/hrのLRSを投
与した。したがって、本実験における循環血流量の
有意な増加は、主にHES投与によるものと考えられ
た。また、結果に影響を及ぼす要因として、麻酔前
投与薬や導入薬も考慮しなければならない。そこで、
本実験では、血行動態の指標が安定するまで導入後
45分間麻酔を維持した後、基準値を測定した。この

条件下では、麻酔前投与薬や導入薬が測定結果に及
ぼす影響はごく僅かと考えられる。
　結論として、HES投与によりCOは用量依存性に
増加したが、SVRが減少したため、動脈圧に有意な
変動は認められなかった。麻酔後の合併症を予防
するには、十分な末梢組織灌流を確保する必要があ
るが、このためには、COだけでなく、適切なレベ
ルのMAP（65 ～ 70mmHg、もしくはそれ以上）も
維持しなければならない。以上のことから、セボフ
ルラン吸入麻酔下のウマにおける循環血液量減少
や低血圧に対する治療法としては、HES単独でなく、
HESと低用量の強心薬（例：ドブタミン）や血管収縮
薬（例：フェニレフリン）の併用が推奨される。
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ドブタミンおよびフェニレフリンが
セボフルラン吸入麻酔下のサラブレッド種の心血管系に及ぼす影響

栗本慎二郎1, 3）・太田　稔1, 4）・石川裕博1）・徳重裕貴1, 5）・前　尚見1）・永田俊一2）・儘田雅行1, 6）

要約

　ドブタミンおよびフェニレフリンが、麻酔下のウマの心血管系に及ぼす影響を評価するため、6頭の健
康なサラブレッド種に3段階の用量のドブタミンおよびフェニレフリンを投与した。キシラジン、グアイ
フェネシンおよびチオペンタールにより麻酔導入し、終末呼気セボフルラン濃度を2.8％で維持した。麻酔
中は右側横臥で保定し、3段階の用量（0.5, 1.0, 2.0μg/kg/min）のドブタミンを各15分間連続投与した。30分
間の投薬休止期間の後、続いて3段階の用量（0.25, 0.5, 1.0μg/kg/min）のフェニレフリンを各15分間連続投
与した。心血管系指標は、各薬物投与直前および各投与量の15分間の連続投与終了直後に測定した。フェ
ニレフリン投与期間中は5分毎に血液を採取した。両薬物の投与中に心拍数の有意な変化は認められなかっ
た。両薬物ともに、セボフルランによって引き起こされた低血圧を改善した。ドブタミンは、1回拍出量
を増加させることによって、平均動脈圧（MAP）と心拍出量（CO）を増加させた。一方、フェニレフリンは、
全身血管抵抗を上昇させることによって、MAPを上昇させたもののCOを減少させた。血漿中フェニレフ
リン濃度は、投与用量の増加に伴って上昇し、投与開始15、30および45分後の値は、それぞれ6.2±1.2ng/
ml、17.0±4.8ng/mlおよび37.9±7.3ng/mlであった。

はじめに
　セボフルランは、麻酔導入および覚醒が迅速、麻
酔深度のコントロールが容易などの特性を持つ吸入
麻酔薬であり、サラブレッド種の外科手術に幅広く
応用されている［3, 4, 18］。その一方、ウマにおいてセ
ボフルランは、心拍出量（CO）、全身血管抵抗（SVR）、
もしくはその両方を減少させ、用量依存性に低血圧
を引き起こすことが知られている［2, 10］。麻酔薬に
よって低血圧が引き起こされると、末梢組織への血

流量は減少することから、低血圧状態が長時間継続
すれば、ミオパチーや跛行などの麻酔後の合併症が
発症する危険性が高まる［9, 21, 26］。
　麻酔によって引き起こされた低血圧を改善するた
め、ウマの医療現場では種々の心血管刺激薬が用い
られているが、その中でもドブタミンが第1選択薬と
して使用されている。合成カテコールアミンのドブタ
ミンは、小動物［19, 24］やウマ［5, 6, 7, 17, 22］において、
直接β1-アドレナリン受容体を刺激することにより心

研究レポート
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筋収縮力を増加させ、麻酔によって引き起こされた
低血圧を改善する。その一方で、ドブタミンは心筋
酸素消費量を増加させ、ときに副作用として頻脈や
心室性不整脈を引き起こすことも知られている［15］。
　副作用の影響によりドブタミンの使用が制限され
る場合、代替薬としてフェニレフリンの使用が推奨
されている。フェニレフリンは、α1-アドレナリン受
容体に選択的に作用し、全身血管抵抗を上昇させる
ことにより血圧を上昇させる［5］。ウマの医療現場に
おいても、重度の低血圧症に対するフェニレフリン
の投与例が報告されている［11, 13］。しかし、麻酔下
のウマにおけるフェニレフリンの効果に関する報告
はほとんど見当たらないことから、吸入麻酔下にお
ける投与方法は、麻酔医の臨床経験に頼らざるを得
ないのが現状である。
　本研究の目的は、セボフルラン吸入麻酔下のサラ
ブレッド種において、それぞれ3段階の用量のドブタ
ミンとフェニレフリンを投与し、心血管系指標の用
量依存性変化を調査することである。また、フェニ
レフリンについては血漿中濃度を測定し、心血管系
指標の変化との相関も併せて調査した。

材料および方法

供試馬：
　本実験では6頭のサラブレッド種（雄3頭・雌3頭）
を用いた。平均年齢は4.2±1.6歳（2～ 6歳）で、平均
体重は447±40kg（410 ～ 514kg）であった。全例に
おいて、麻酔前の身体検査、血液検査および心電図
検査の結果に異常は認められなかった。麻酔12時間
前より絶食とし、飲水は自由とした。本実験は、日
本中央競馬会競走馬総合研究所の動物実験ガイドラ
インに則して実施された。

麻酔および測定方法：
　薬物および輸液剤投与用として左頚静脈に14Gカ
テーテルを留置した。また、静脈血サンプル採取
用として右頚静脈に14Gカテーテルを留置した。供
試馬はキシラジン（セラクタール；Bayer，Osaka，
Japan）1.0mg/kgによる前鎮静後、5%グアイフェネ
シン（伸陽化学工業株式会社，Osaka，Japan）約2.0ml/
kg（800ml－2頭・1,000ml－4頭）およびチオペンター

ルナトリウム（ラボナール；三菱田辺製薬株式会社，
Osaka，Japan）約2.0mg/ml（1.6g－3頭・1.8g－2頭・
2.0g－1頭）の急速静脈内投与により導入した。導入
後は気管内挿管し、手術台上に右側横臥で保定した。
麻酔は大動物用再呼吸麻酔回路（MOK94；Silver 
Medical 株式会社，Tokyo，Japan）を用い、セボフ
ルラン（セボフルレン；丸石製薬株式会社，Osaka，
Japan）および酸素（約5 l/min）により維持した。間
歇的陽圧換気法を用い、最大吸気圧25㎝H2O、換気
回数8～ 12回/分の条件で、動脈血二酸化炭素分圧
（PaCO2）を45～ 55㎜Hgの範囲内に維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、A-B誘
導心電図を用いた。動脈血圧の測定および動静脈サ
ンプル採取用として、顔面動脈に20Gカテーテルを
留置した。平均右心房圧（MRAP）の測定用にSwan-
Ganzカテーテル（93A-191-8F；バクスター株式会社，
Tokyo，Japan）を左頚静脈から右心房へ挿入した。
これらのカテーテルは、圧トランスデューサーに接
続した。また、気管チューブの回路終末から連続的
に呼気ガスを回収した。終末呼気セボフルラン濃度
（ETSEVO）、HR、収縮期動脈圧（SAP）、拡張期動脈
圧（DAP）、平均動脈圧（MAP）およびMRAPは、麻
酔監視システム（BP608；オムロン コーリン株式会
社，Tokyo，Japan）を用いて記録した。
　左室拡張末期径（LVIDd）および左室収縮末期径
（LVIDs）は、Mモード心エコー像から既報の方法
に従い測定した［16］。画像の描出には、最大深度
30cmの2.0MHzプローブを装備した超音波画像診
断装置（Apron EUB-7000HV；株式会社日立メディ
コ，Tokyo，Japan）を用いた。測定者間のばらつき
を無くすため、全ての測定は同一者が実施した。左
室拡張末期容積（LVEdV）および左室収縮末期容積
（LVEsV）は、Pombo法により算出した［20］。1回拍
出量（SV）、COおよびSVRは、以下の計算式により
算出した。
　SV (ml) = LVEdV (ml) ‒ LVEsV (ml)
　CO (l/min) = SV (ml) × HR (beats/min) / 1000
　SVR (dynes･sec/cm5) = 60 × ［MAP (mmHg) ‒ 
MRAP (mmHg)］ × 1332 / ［CO (l/min) × 1000］
左室内径短縮率（FS%）は、LVIDの拡張末期と収縮
末期の変化率として、以下の計算式により算出した。
　FS% = (LVIDd ‒ LVIDs) / LVIDd × 100
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実験プロトコール：
　実験プロトコールの概略を図1に示した。麻酔導
入後15分以内にETSEVOが2.8％（ウマにおけるセボ
フルラン最少肺胞内濃度［MAC］の約1.2倍［1］）に
到達するよう麻酔ガス濃度を調節し、その後は実
験終了時まで同濃度で維持した。麻酔中は、呼吸
や発汗による体液損失を補填するために乳酸リン
ゲル液（ハルトマン溶液；ニプロファーマ株式会社，
Osaka，Japan）を約10ml/kg/hrで持続投与した［8］。
麻酔導入から、血行動態の指標が安定し、測定の準
備が整うまで45分間麻酔を維持した後、ドブタミン
（ドブトレックス；シオノギ製薬株式会社，Osaka，
Japan）の投与を開始した。ドブタミンは、0.5（低
用量）、1.0（中用量）、2.0（高用量）μg/kg/minと
段階的に用量を上昇させ、各々 15分間持続投与し
た。ドブタミンの投与終了後は、30分間の投薬休止
期間を設け、続いてフェニレフリン（ネオシネジン
コーワ注；コーワ創薬株式会社，Nagoya，Japan）
の投与を開始した。ドブタミンと同様にフェニレ
フリンも、0.25（低用量）、0.5（中用量）、1.0（高

用量）μg/kg/minと段階的に用量を上昇させ、各々
15分間持続投与した。各薬剤は、0.9%生理食塩水
（大塚生食注；大塚製薬株式会社，Tokyo，Japan）
500 mlにて希釈し、自動輸液ポンプ（IVAC 599，
Cardinal Health 303 株 式会社，San Diego，CA，
U.S.A.）を用いて持続投与した。
　HR、SAP、DAP、MAP、MRAPおよび心エコー
指標は、各薬物投与直前（基準値）および各投与量
の15分間の連続投与終了直後に測定結果を記録し
た。また、動脈血サンプルも同一点で採取した。採
取後は速やかにPaCO2、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを血液ガス分析装置（ABL800 FLEX，ラジオ
メーター株式会社，Tokyo，Japan）を用いて測定した。

血漿中フェニレフリン分析：
　フェニレフリン投与期間中は5分毎に採血した。
血液検体は採取後直ちに氷上に保存し、血漿を分
離後、－20℃で凍結保存した。血漿サンプルからの
フェニレフリンの抽出には、オアシスHLB抽出カー
トリッジ（Waters社，Milford，MA，U.S.A.）を用いた。

図1．実験プロトコールの概略。測定ポイントを白抜きの矢印で示した。

Dobutamine infusion rate

HR （beats/min）
SAP （mmHg）
DAP （mmHg）
MAP （mmHg）
MRAP （mmHg）
SV （ml）
CO （l/min）
SVR （dyne・s/cm5）
FS% （%）

Baseline 

32±3  
75±14
41±10
54±12
8±4

878±214
28±6  
132±21  
34±5  

15

30±4  
90±11
53±7  
65±9  
8±4

744±199
22±5  
216±41  
28±5  

30

29±4  
98±16
59±10
71±11
12±3  
644±188
17±4  
258±49  
23±5  

45

28±4  
122±32  
80±15
96±17
17±3  
594±228
16±5  
412±129
20±6  

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AB

A

A

A

A

A

AB

B

AB
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B

C
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Time  （min）

←　0.25 μg/kg/min　→
（Low）

←　0.5 μg/kg/min　→
（Medium）

←　1.0 μg/kg/min　→
（High）

平均±標準偏差で示した。
同一アルファベット間に有意差なし。

表1．ドブタミン投与による心拍数（HR）、収縮期動脈圧（SAP）、拡張期動脈圧（DAP）、平均動脈圧（MAP）、平均右心房
圧（MRAP）、1回拍出量（SV）、心拍出量（CO）、末梢血管抵抗（SVR）および左室内径短縮率（FS%）の変化。
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内標準物質には塩酸エチレフリンを使用した。抽出
物は、高速液体クロマトグラフ質量分光測定器（島
津製作所，Tokyo，Japan）を用いて分析した。各サ
ンプルの分析は、2回ずつ行った。フェニレフリン
の回収率、日内変動および日間変動は、それぞれ
82.8%、1.71%、9.04%であった（n = 5）。

統計解析：
　データは平均±標準偏差で示した。データは一元
配置分散分析（ANOVA）により解析し、有意差が認
められた場合は、Tukey’s post-testによる多重比較
検定を行った。血漿中フェニレフリン濃度と心血管
系指標（HR、MAP、COおよびSVR）の相関関係は、
ピアソンの積率相関検定により分析した。統計解析
には、JMP v6.0.3（SAS Institute Inc.，Cary，NC，
U.S.A.）を用い、危険率0.05未満を有意差ありとした。

結果
　ドブタミン投与期間中の心血管系指標の変化を表
1に示した。ドブタミンの投与により、SAP、DAP、
MAP、MRAP、SV、COおよびFS%は有意に上昇
した。SAPおよびMAPは基準値と比較して中用量
（1.0μg/kg/min）から高用量（2.0μg/kg/min）で有意
に高値を示し、DAP、MRAP、SV、COおよびFS%
は高用量でのみ有意に高値を示した。HRおよび
SVRは投与期間中に有意な変化は認められなかった。
　フェニレフリン投与期間中の心血管系指標の
変化を表2に示した。フェニレフリンの投与によ

り、SAP、DAP、MAP、MRAPおよびSVRは有意
に上昇した。一方、COおよびFS%は有意に減少し
た。SVRの変化は顕著で、基準値と比較して中用量
（0.5μg/kg/min）から高用量（1.0μg/kg/min）で有意
に高値を示した。SAP、DAP、MAPおよびMRAP
は高用量でのみ有意に高値を示し、COおよびFS%
は高用量でのみ有意に低値を示した。HRおよびSV
値は投与期間中に有意な変化は認められなかった。
　フェニレフリン投与期間中の平均血漿中フェニレ
フリン濃度を図2に示した。血漿中フェニレフリン
濃度は投与用量の増加に伴って上昇し、投与開始15
分後（低用量15分間持続投与終了時）、30分後（中用
量15分間持続投与終了時）および45分後（高用量15分
間持続投与終了時）の値は、それぞれ6.2±1.2ng/ml、
17.0±4.8ng/mlおよび37.9±7.3ng/mlであった。
　血漿中フェニレフリン濃度とHR、MAP、COお
よびSVRの変化率の関係を図3に示した。血漿中フェ

Dobutamine infusion rate
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←　0.25 μg/kg/min　→
（Low）

←　0.5 μg/kg/min　→
（Medium）

←　1.0 μg/kg/min　→
（High）

平均±標準偏差で示した。
同一アルファベット間に有意差なし。

表2. フェニレフリン投与による心拍数（HR）、収縮期動脈圧（SAP）、拡張期動脈圧（DAP）、平均動脈圧（MAP）、平均右
心房圧（MRAP）、1回拍出量（SV）、心拍出量（CO）、末梢血管抵抗（SVR）および左室内径短縮率（FS%）の変化。

図2．フェニレフリン投与期間中の平均血漿中フェ
ニレフリン濃度の変化
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ニレフリン濃度とHRには有意な相関は認められな
かった（r = 0.27）。MAPおよびSVRと血漿中フェニ
レフリン濃度との間には有意な正の相関が認められ
た（MAP：r = 0.61，p < 0.05；SVR：r = 0.71，p < 
0.01）。血漿中フェニレフリン濃度が上昇するに伴っ
てMAPおよびSVRも上昇し、血漿中フェニレフリ
ン濃度が最高値を示した際の値は、それぞれ基準値
の182±31%、310±71%に達した。一方、COと血漿
中フェニレフリン濃度との間には有意な負の相関が
認められ（r = －0.47，p < 0.05）、血漿中フェニレフ
リン濃度が最高値を示した際の値は、基準値の58±
10%にまで減少した。
　PaCO2、PaO2およびpHについては、実験中に有
意な変化は認められなかった。全ての測定点におい
て、PaCO2は設定値内に維持可能であった。
　両薬物投与中に重篤な副作用は認められなかった。
全例において覚醒は平穏であり、起立後の運動失調
も僅かであった。また、明らかな合併症も認められ
なかった。

考察
　本実験で設定したドブタミン投与量は、既報［6, 7, 
17, 22］において一般的に推奨されている投与量に基
づいて決定したものであり、筆者らが臨床現場にお
いて日常的に使用している投与量である。一方、本
実験で設定したフェニレフリン投与量は、筆者らが
実施した予備実験の結果に基づいて決定したもので
ある。両薬物ともに低用量では、有意な変化ではな
いものの、僅かな心血管系指標の変化が認められた。
一方、高用量では、不整脈あるいはHRや動脈圧の
過度の上昇といった重篤な副作用は発現しなかった
ものの、顕著な心血管系指標の変化が認められた。
これらの結果から、本研究において設定した3段階
の投与量は、用量依存性変化を調査するための実験
デザインとして適切であったと考えられた。
　ドブタミンは、強力な陽性変力作用だけでなく、
僅かながら陽性変時作用を持つことが知られている
［14］。筆者らは、術中のMAPを適切なレベルに維
持するためにドブタミン（0.5 ～ 2.0μg/kg/min）を
投与したところ、HRが徐々に増加した症例を何度
も経験している［18］。ハロタン麻酔下のポニー 6頭
を用いた実験では、ドブタミン2.5μg/kg/minで陽

図3． 血 漿 中 フ ェ ニ レ フ リ ン 濃 度（low□、
medium○、high△）と心拍数（A）、平均動
脈圧（B）、心拍出量（C）および末梢血管抵抗
（D）の変化率の関係
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性変時作用が発現し、10μg/kg/minで6頭中2頭に
おいて頻脈および不整脈が認められたとの報告もあ
る［15］。しかし、本実験では、ドブタミン投与中に
HRの変化は認められなかった。これは、前述の報
告と比較して本実験では、投与時間が短く、また投
与量が少なかったためと考えられる。
　SVの増加およびFS%の上昇は、ドブタミンの直
接的なβ1-刺激作用により、心筋収縮力が増加し
たためと考えられた。ドブタミンは、高用量では、
β1-刺激作用だけでなく、弱いβ2-およびα1刺激作
用を発現することが知られている［5, 15］。しかし、
本実験では、SVRの変化は認められなかった。この
ことは、本実験で設定した投与量では、α1-刺激作
用が発現しなかったことを示唆している。これらの
結果から、MAPの上昇は、主にSVの増加に起因す
るものと考えられた。MAPの上昇がSVの増加とほ
ぼ比例していたことも、この結果を裏付けるもので
ある。以上の結果は、ハロタン［22］およびイソフル
ラン［7, 17］麻酔下のウマにおける過去の報告と類似
していた。
　フェニレフリンは、主にα1-アドレナリン受容
体に作用する交感神経刺激薬である［5, 11］。ドブ
タミンとは異なり、フェニレフリンは心臓のβ-受
容体刺激作用をほとんど持たない［5］。したがって、
MAPの上昇は、主にフェニレフリンの直接的な血
管収縮作用によって生じたSVRの上昇に起因するも
のと考えられた。しかし、高用量では、SVRの著し
い上昇により、COは有意に減少した。
　本実験では、ドブタミンとフェニレフリンは、と
もにMAPを同程度に上昇させ、セボフルランに
よって引き起こされた低血圧を改善した。しかし、
前述したように、これら2薬物は異なる方法でMAP
を上昇させた。実際、ドブタミンではSVが増加し、
その結果としてMAPの上昇およびCOの増加が認め
られた。一方、フェニレフリンではSVRが上昇し、
その結果としてMAPは上昇したが、COは減少した。
これらの結果から、セボフルランによって引き起こ
された低血圧の改善には、フェニレフリンよりもド
ブタミンのほうが、より効果的であると考えられた。
　麻酔下において末梢血流量を十分なレベルに維持
するためには、MAPだけでなく十分なCOも必要で
ある［15］。言い換えると、麻酔下における末梢血流

量は、MAPのみに依存するわけではない。したがって、
高用量のフェニレフリンを投与した場合、セボフル
ランによって引き起こされた低血圧は改善されるも
のの、末梢循環は改善されないことが示唆された。
　血漿中フェニレフリン濃度は、各投与量の投与期
間中も経時的に上昇した。また、血漿中濃度の上昇
率も、投与量が増加するに伴って上昇した。これら
の結果を考慮すると、血漿中濃度の急上昇による過
度の血管収縮を避けるため、実際の臨床例に応用す
る際の投与量は、低用量（0.25μg/kg/min）から中用
量（0.5μg/kg/min）が推奨される。ウマにおけるフェ
ニレフリンの半減期は調査されていないが、ヒトに
おけるフェニレフリンの半減期は2～ 3時間であり、
その循環改善効果はさらに長時間持続すると報告さ
れている［12］。臨床応用に際しては、フェニレフリ
ンの作用は長時間持続することを考慮し、MAPが
目標値に達した時点で投与を中止するのが望ましい。
　本実験では、麻酔前投薬および導入薬が測定値に
及ぼす影響を最小限に留めるため、血行動態の指標
が安定するまで45分間の準備期間を設けた後、薬物
投与を開始した。さらに、ドブタミン投与終了後か
らフェニレフリン投与開始までに30分間の投薬休止
期間を設けた。ヒトにおけるドブタミンの半減期
は2分、作用持続時間は10分と報告されていること
から［23］、本実験のフェニレフリン投与開始時には、
ドブタミンの作用は概ね消失していたと考えられる。
3時間のセボフルラン吸入麻酔下において心血管系
指標の経時的変化を調査した既報によると、MAP
およびSVRは実験後半に緩やかに上昇し、最大値は
それぞれ基準値の116%、124%に達したと報告され
ている［25］。本実験におけるフェニレフリン投与期
間中のMAPおよびSVRの変化と比較すると、セボ
フルランによるMAPおよびSVRの経時的変化は極
めて小さいものと考えられる。したがって、本実験
におけるフェニレフリン投与期間中のMAPおよび
SVRの著しい上昇は、主にフェニレフリン自体の作
用に起因するものと考えられた。
　本研究におけるドブタミンおよびフェニレフリン
投与による心血管系指標の変化の結果は、Leeらの
既報［15］と同様の傾向を示した。しかし、Leeらの
研究と比較して本研究のほうが、より低用量で同レ
ベルの心血管系指標の変化が発現した。これらの相
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違が生じた要因には、供試馬の心血管系機能の相違
が関係していると推察された。また、薬物分布、代
謝および排出は、種々の要因（例えば、年齢、品種、
体調など）の影響を受ける。本研究の供試馬は410
～ 514kgの十分なトレーニングを積んだ若齢のサラ
ブレッド種であったのに対し、Leeらの研究の供試
馬は201 ～ 427kgの成熟したウェルシュ・ポニーで
あった。
　結論として、ドブタミンとフェニレフリンの両
薬物ともに、セボフルランによって引き起こされ
た低血圧を改善した。ドブタミンは、SVを増加さ
せることによって、MAPとCOを増加させた。一方、
フェニレフリンは、SVRを上昇させることによって、
MAPを上昇させたもののCOを減少させた。本研究
の結果から、セボフルランによって引き起こされた
低血圧の改善には、フェニレフリンよりもドブタミ
ンのほうが、より効果的であることが示唆された。
したがって、フェニレフリンのルーチンでの使用は
避け、他の治療による効果が得られない場合にのみ
限定して使用するのが望ましい。また、フェニレフ
リン単独での使用も避け、他のCOを増加させる治
療（例：輸液剤の投与）との併用が推奨される。
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サラブレッド種における
ボリコナゾール経口投与後の涙液中薬物動態について

田村周久1）・岡野　篤1）・黒田泰輔2）・永田俊一3）

【はじめに】
　ウマ角膜真菌症は温暖多湿な地域での発生が多く
報告されており［1, 2］、過去40年における角膜疾患
の症例報告のうち13％を占めると海外では報告され
ている［3, 4］。発症すると重篤になりやすく、症例
のうち10-47％は視力が永久に落ちる［3-5］。アメリ
カ合衆国や北アメリカ地域では原因真菌としてアス
ペルギルス属とフサリウム属の二つが最も多く同
定されている［1, 6-10］。ウマ角膜真菌症の原因真菌
は地域によって大きく異なることが報告されている
が［6］、日本における調査研究では8症例のうち5症
例の原因真菌がアスペルギルス属であったため［11］、
アスペルギルス属は日本においても角膜真菌症の主
要な原因真菌であると考えられる。
　トリアゾール系抗真菌薬のボリコナゾールは幅
広い抗真菌スペクトラムを有しており、多くの真
菌に対して効果的に作用することが知られている
［12-19］。海外ではウマの真菌症治療薬としても用
いられており［6］、1日1回4mg/kgの経口投与［20-22］
や1日2回3mg/kgの経口投与［23］によって血漿、眼
房水、関節液などに効果的な濃度で幅広く分布し、
また1.0％溶解液の局所点眼によって、良好な角膜
浸透性が認められたことも報告されている［21］。
　過去の研究で経口投与した抗菌薬や抗ウィルス薬
が涙液中に分泌されることによって、角膜感染症の
原因微生物に作用することや角膜潰瘍の治癒に有
効であることが報告されており［24, 25, 26］、これら
の薬物では血液中および涙液中の濃度推移や薬物動

態が詳しく調べられている。一方、経口投与したボ
リコナゾールが涙液中に分泌されることやボリコナ
ゾールの血液における薬物動態は報告されている
が［23］、ボリコナゾールの涙液における薬物動態や、
涙液濃度と血中濃度との関係を詳細に調べた報告は
見当たらない。
　本研究では、ウマにおいてボリコナゾール経口
投与による角膜真菌症の治療効果を検討する目的
で、サラブレッド種競走馬にボリコナゾールを経口
投与した後、経時的に涙液中および血清中のボリコ
ナゾール濃度を測定し、それぞれの薬物動態解析を
行った。

【材料と方法】
1）供試馬
　本研究には健康なサラブレッド種競走馬を5頭（牡
馬3頭、騸馬1頭、牝馬1頭、馬体重395kg-475kg；平
均435.8kg、馬齢3-5歳；平均3.8歳）を使用した。全て
のウマは実験前の身体検査と血液検査（CBC、一般
生化学検査、SAA）において異常は認められず、眼
部の異常（目やに、充血および流涙）や角膜フルオレ
セイン染色による角膜損傷は認められなかった。ま
た実験終了後にも血液検査や眼部検査を実施し、副
作用の有無を確認した。
2）薬物投与方法
　市販のボリコナゾール錠剤（Vfend、Pfi zer Ltd、
Tokyo）を粉砕し、各馬への投与量が4mg/kgにな
るように正確に重量測定し、1Ｌの水に溶解した後、

1）Tamura Norihisa, Okano Atsushi : 日本中央競馬会競走馬総合研究所
2）Kuroda Taisuke : 日本中央競馬会栗東トレーニング・センター
3）Nagata Shun-ichi : 競走馬理化学研究所
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経鼻チューブを用いて投与した。
3）検体採取および濃度測定方法
　ボリコナゾールの経口投与直前、経口投与5、10、
20、30、40、50、60、75および90分、そして2、3、4、8、
12および24時間後に頚静脈から採血し、血清分離し
た。涙液採取はボリコナゾール経口投与１、2、4、8、
12、および24時間後に実施した。血清中および涙液
中のボリコナゾール濃度は液体クロマトグラフ・タ
ンデム質量分析法により測定し、各検体から得られ
た測定結果を用いて、血清および涙液におけるボリ
コナゾールの薬物動態解析を行った。
4）統計解析
　血清と涙液における薬物濃度および薬物動態パラ
メータの有意差検定は、Mann-Whitney のU 検定（有
意水準5％）を用いた。

【結果】
　ボリコナゾール経口投与による副作用は一切認め
られず、投与後の身体検査や血液検査においても異
常はなかった。

　ボリコナゾールの4mg/kg単回経口投与によって
得られた血清中および涙液中のボリコナゾール濃
度推移を図1に示す。血清中のボリコナゾールは薬
物投与20分後から検出され、急速に上昇して投与後
1～ 2時間の間に最大濃度に達した後、緩やかに減
少した。涙液中のボリコナゾールは投与1時間後に
は検出され、投与後2時間まで高濃度を維持した後、
非常に緩やかに減少した。涙液中のボリコナゾール
濃度は投与後4時間まで血清濃度より有意に低い値

図1　血清中および涙液中ボリコナゾール濃度の
推移
○は血清中濃度、●は涙液中濃度をそれぞれ示す。
＊は血清と涙液間で有意な差（P＜0.05）を示す。

であったが、投与後8時間から有意な差は見られな
くなった。血清および涙液ともに投与後24時間まで
1.0μg/mL以上の濃度が維持された。

　各血清および涙液濃度から算出されたボリコナ
ゾールの薬物動態パラメータを表1に示す。血清と
涙液との間で最大濃度時間（Tmax）に差は見られな
かったが、半減期（t1/2）は涙液の方が有意に長い値
を示した。最大濃度（Cmax）は血清が涙液の約2倍の
高値を示したが、濃度－時間曲線下面積（AUC0-24）
に有意差は認められなかった。

【考察】
　本研究によりボリコナゾールの4mg/kg経口投与
によって、ボリコナゾールは涙液中に1時間以内に
分泌され、その後24時間にわたり1.0μg/ml以上を
維持することが判明した
　本研究で用いた投与方法によるボリコナゾールの
副作用はなかった。海外の研究においても、1日2回
3mg/kgの10日間連続経口投与や10mg/kgの単回経
口投与においても大きな副作用はなかったことが報
告されており［23］、ウマへの安全性は高いと考えら
れる。
　本研究において経口投与20分後から血清中にボリ
コナゾールが検出され、その濃度は急速に上昇し
Tmaxが投与後2時間以内であることから、ウマで
の経口投与によるボリコナゾールの吸収は優れてい
ると考えられる。これはボリコナゾールの高い溶解
性と透過性に起因すると考えられ、過去の研究でも、
本薬物はウマの体内に幅広く良好に分布することが
報告されている［22, 23］。
　涙液中の薬物濃度推移を調査することで角膜感
染症の治療［24-26］や角膜治癒に有効となる投与方
法が検討されている［27］。ウマでのボリコナゾール
投与後の涙液中濃度に関しては、1日2回3ｍｇ/kg
の経口投与を10日間継続した後に涙液中濃度を測定

表1；血清および涙液におけるボリコナゾールの
薬物動態パラメータ

 ✝ は血清と涙液間で有意な差（P＜0.05）を示す。

パラメータ名
最大濃度（Cmax）
最大濃度時間（Tmax）
濃度－時間曲線下面積（AUC0-24）
半減期（t1/2）

単位
ug/ml
hr

ug*hr/ml
hr

血清
3.29±0.10
1.45±0.37
44.0±3.87
16.0±1.33

涙液
1.85±0.26
1.60±0.55
36.8±4.54
25.2±9.19

✝

✝
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やウマの研究において、ボリコナゾールは老齢の個
体が若齢よりも高い血漿中濃度に達することが報告
されている［20, 28］。本研究では平均3.8歳という比
較的若いウマを使用しているが、既報論文にはウマ
の年齢に関する記述がないため比較はできなかった。
また、ヒトの研究によって主要な薬物代謝酵素の一
つであるCYP2C19の人種や個体間における多様性
がボリコナゾールの代謝に深く関わっていることが
知られており［29, 30］、ウマにおいてもCYPの多様
性によって代謝の違いが出る可能性が示唆されてい
る［20, 22］。本研究ではサラブレッド種のみを使用
したが、既報論文では様々な種類のウマを使用して
いるため、種差による薬物代謝の違いが考えられる。
したがって、本研究で得られたボリコナゾールの薬
物動態に関する結果は、老齢のウマやサラブレッド
種以外のウマでは当てはまらない可能性があること
を留意する必要がある。
 ボリコナゾールへの感受性がある真菌に対しては、
0.5μg/mlが治療的有効濃度であると考えられてい
る［21］。さらにin vitroにおける448種類の真菌株へ
の薬物感受性調査では、95％以上のアスペルギルス
族が1.0μg/ml以下のボリコナゾール濃度で増殖阻
止されたことが明らかになっている［31］。本研究で
用いた4mg/kgの投与によって、投与後24時間にわ
たりに涙液中濃度が1.0μg/ml以上に維持されたこ
とから、1日1回の投与でもアスペルギルス族に対す
る有効性を示す涙液中濃度を維持できると考えられ
た。その一方で、今回実験に使用したウマが全て健
康馬であるため、角膜真菌症に罹患したウマでの涙
液中薬物動態やその治療効果については更なる研究
が必要であると考えられた。
　本研究において、ボリコナゾールの4mg/kg経口
投与により、投与された薬物が効率良く血液から涙
液に移行し、投与後24時間にわたりアスペルギルス
族に対して有効な1.0μg/ml以上の濃度を涙液中に
維持することが明らかとなった。以上の結果から、
ボリコナゾールの4mg/kg経口投与は、1日1回の投
与でアスペルギルス族の感染による角膜真菌症の治
療に有効であると考えられる。
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装蹄歴史案内

JRA競走馬総合研究所　関口　隆

第3回　ペルシャ馬の蹄鉄
　江戸時代になると、南蛮貿易によって徳川家光や
家綱が洋馬を輸入し繁殖も試みていますが、輸入は
散発的で西洋珍品の域を出るものではありませんで
した。洋馬を積極的に導入したのは徳川吉宗で、武
断政治を推進し武芸を奨励した吉宗は、西洋馬術の
導入と軍馬改良を目的として12年間に洋馬27頭を輸
入し、外国人馬術師を招聘しました（写真1）。

　特に輸入が始まった享保10年（1725年）には、ペル
シャ馬5頭とともにオランダ人馬術師ケイゼルが来
日し、騎乗法をはじめ飼養管理や病気の治療法、護
蹄に至るまで幅広く伝授しました。そして吉宗に厚
遇されて、11年間に3度来日し約6年間滞在しました。
また装蹄に関しては、同行した蹄鉄工のカラースと
レインホウが担当し、西洋蹄鉄術を伝授するととも
に、裂蹄の治療なども行いました1-3）。
　これらのことは、「西説伯楽必携」4）※１や「計都留
傳（けいずるでん）」5）※２などの古文書に残されてい

て、蹄鉄は金沓（かなぐつ）と訳されています。そし
て蹄鉄について「鉄沓打申候事阿蘭陀（オランダ）に
て乗馬車引申候馬を残らず打申候石地、山地、雪氷
の上を乗申候為に鉄沓打申候へば足滑り申さず候」
（計都留傳）とその効果を述べ、装蹄道具や釘の打ち
方などの装蹄方法を説明しています。また、ケイ
ゼルが話したことを図鑑にした「唐馬具図」には、鉄
鞋（てつあい：鞋は靴のこと）と鉄鞋釘という名前で、
ペルシャ馬の蹄鉄と蹄釘が描かれています（写真2）。

※１西説伯楽必携：ケイゼルが再来日した享保14年（1729年）、通訳の今村市兵衛がケイゼルの世話をするとともに、オランダの馬術、馬の
病気と治療、飼育法などをケイゼルとの問答を筆記して編集したもの。
※２計都留傳：今村市兵衛が孫の今村大十郎に伝えたもので、内容は西説伯楽必携とほぼ同じもの。

（写真1）流鏑馬図巻　江戸時代

流鏑馬（やぶさめ）は鎌倉から室町時代にかけて、
武芸の鍛錬として盛んに行われたがその後衰退し、
江戸時代に入り徳川吉宗によって再興された。

（馬の博物館 所蔵）

（写真2）ペルシャ馬の蹄鉄と蹄釘
　　　　 唐馬具図　享保年間
　　　　 近藤守重　寛政8年 写

唐馬具図：享保年間に幕府の命により、清国人と
オランダ人ケイゼルへ通訳を通じ、騎射（きしゃ：
騎馬で行う射術。武家が行う流鏑馬など）、牧養
などについて質問し、図書を作って献上したもの。
写真2は寛政8年（1796年）、長崎奉行所の近藤守
重が書写したもの。

（馬の博物館 所蔵）

解 説 記 事
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　紀元前200年頃、中国の秦（しん）の始皇帝は騎馬
民族、匈奴（きょうど）の進入を防ぐため万里の長城
を築いたのは有名ですが、その匈奴が中国に西洋の
蹄鉄を伝えたと考えられていて、中国では古くから
蹄鉄が使われていました。そしてその技術は安土桃
山時代（1590年頃）には朝鮮にも伝わっていました6-8）

（写真3, 4）。

　日本と中国は古くから交流があったにもかかわら
ず、朝鮮半島まで伝わっていた装蹄技術が日本には
伝わりませんでした。また吉宗も洋馬を輸入し西洋
蹄鉄術を導入しましたが、馬わらじに代表される古
来からの護蹄法が確立していた日本では、蹄鉄の必
要性は感じられませんでした。しかし徳川幕府が崩
壊し、明治時代に入り欧米列強と向き合うように
なってはじめて、その必要性を感じるようになるの
です9）（写真5）。
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（写真3）中国の蹄鉄

昭和7年 製作
（日本装削蹄協会 所蔵）

（写真5）江戸時代後期の在来馬
　　　　 慶応3年（1867年） 撮影

薩摩藩から送られた公用の人と荷物を運ぶ馬。御
用の札に島津氏の「○に十の字」の家紋がある。

（放送大学附属図書館 所蔵）
（写真4）朝鮮の蹄鉄
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ウマコロナウイルス病の流行とその特徴

競走馬総合研究所　栃木支所　根本　学

はじめに
　ウマコロナウイルス（ECoV）はコロナウイ
ルス科（Coronaviridae）ベータコロナウイルス
属（Betacoronavirus）ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ ル ス1
（Betacoronavirus 1）に分類されるウイルス［1, 15］で、
同じグループにはウシコロナウイルス（BCoV）、ヒ
トコロナウイルス4408およびOC43株、豚血球凝集
性脳脊髄炎ウイルス、犬呼吸器コロナウイルスなど
が分類される。
　馬とコロナウイルス感染に関する初めての報告は
1975年である［2］。この報告では40頭程度の子馬が
下痢を示し、そのうち3頭の糞便を電子顕微鏡で調
べたところ、コロナウイルス様粒子が検出されてい
る。この流行では水様性下痢、発熱、高い致死率が
特徴的であった。しかし具体的なデータに乏しく、
この論文だけではどこまでコロナウイルスが病気に
関与していたのか不明である。1979年には、ニュー
ジーランドにおいて生後8-12週齢の子馬1頭の下痢
便から電子顕微鏡の観察によってコロナウイルス様
粒子が検出されている［4］。1983年には、アメリカ
のメリーランド州におけるポトマック熱の馬からコ
ロナウイルス様粒子が分離されたとの報告があるが、
現在では、ポトマック熱の原因菌はNeorickettsia 
risticiiであることが知られており、コロナウイルス
が病気へ関与していたのかは疑わしい。1990年には、
多数のクリプトスポリジウムが感染していた生後4
週齢の免疫不全状態のアラブ馬の糞便から、コロナ
ウイルス様粒子が検出された症例が報告されている
［8］。以上のように1990年代までの報告からは、馬
へのコロナウイルスの感染は疑われるものの、病気
への関与を確定できる報告はなかった。
　一方、日本における馬とコロナウイルスに関する
研究は、血清疫学調査が中心であった。1981年Sato

ら［14］は、ECoVと近縁なBCoVを用いた中和試験
により、5-6歳の20頭中18頭で抗体陽性であったこ
とを報告している。1990年Imagawaら［6］は、Sato
らと同様にBCoVを用いて中和試験を行ったところ、
JRA日高、宇都宮および宮崎育成牧場における2歳
馬の抗体陽性率は3、19および62%であり、さらに
宮崎県の個人牧場で採取された2-6歳以上の馬を調
査したところ52%の馬が抗体陽性であったと報告し
ている。以上の報告から、血清学的にコロナウイル
スは日本の馬群に昔から存在し、循環していたと推
察される。
　2000年、アメリカのカンザス州において重度の下
痢を示していた生後5日のクオーターホースの下痢
便からコロナウイルスが検出された［3］。この症例
では、ペア血清間での抗体上昇、および小腸からコ
ロナウイルス抗原を免疫組織化学染色にて検出して
いる。なお、この論文における診断はBCoV抗原お
よび抗BCoV抗体を用いて実施されている。
　同じく2000年、Guyらは世界で初めてECoVの分
離に成功したことを報告した（NC99株）［5］。NC99
株は、アメリカのノースカロライナ州において生後
2週齢のアラブ馬の下痢便から分離された。この馬
の主症状は発熱と下痢であり、症状が6日間続いた
後、回復した。分離されたNC99株を血清学的およ
び遺伝学的に解析したところ、BCoVと近縁ではあ
るが異なる種のウイルスであることが明らかとなっ
ている。2000年に報告された2つの論文は、それま
での論文と異なり、コロナウイルスが病気に関与し
ていることが複数の方法で示されている。
　これまでに紹介した論文では、単発例を報告した
ものがほとんどであったが、それ以降ECoV病が複
数回流行した。日本でのばんえい競馬場における3
回の流行、およびアメリカにおける2011-2012年の
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流行である。本稿では各流行について、そしてそれ
らの流行からECoV病の症状や流行の特徴をまとめ、
解説する。

ばんえい競馬場の重種馬群における3回の流行
（1）2004-2005年の流行［9］
　2004年12月3日に発生が確認され、1ヶ月後の2005
年1月3日までに175頭が発症した。その後2005年3月
まで散発的に継続し、最終的な有症状馬は191頭で、
在厩頭数の29.3%が発症した。有症状馬は、発熱お
よび食欲不振を主な臨床症状とし、一部の馬で下痢
などの消化器症状を併発した。予後は良好であった。
なお、消化器症状を示した馬は15頭で、有症状馬の
7.8%であった。有症状馬の多くは2歳であったが、7
歳以上の高齢馬も含まれていた。
　RT-PCR法によるECoV遺伝子検査では、糞便10
検体中5検体が陽性であった。増幅されたコロナウ
イルスのNucleocapsid（N）遺伝子を解析したところ、
NC99株と99.0%一致し、極めて高い相同性を示し
たことから、ECoVが関与していることが明らかと
なった。一方、鼻腔スワブは8検体すべて遺伝子検
査陰性であった。ECoVに近縁なBCoVを用いた中
和試験により、発熱馬のペア血清21検体中14検体で
抗体価が有意に上昇したことが示され、この流行中
の発熱の多くがコロナウイルスが原因であったと判
断できる。しかし、BCoVを用いた場合、抗ECoV
抗体を検出できない例がOueらによって示されてお
り［11］、ECoVを用いて抗体検査を実施していれば、
抗体陽性率はより高くなっていたかもしれない。
　筆者らは、有症状馬からECoV以外の病原体は検
出されなかったことから、この発熱を主徴とする
伝染性疾患にECoVが関与していたと強調している。
この2004年のECoV病の流行は、国内初の流行例で
あった。

（2）2009年の流行［11］
　2009年6月中旬から8月終わりにかけて流行し、在
厩頭数の約22.0%にあたる132頭が発症した。1回目
の流行と同様に、発熱および食欲不振を主な臨床症
状とし、その一部で消化器症状が確認された。予後
は基本的に良好であり、ほとんどの馬が発症後2-4
日で回復したが、流行中に2頭の死亡例があった。1

頭は胃破裂、もう1頭の死亡原因は不明であった。
なお2頭ともECoV感染との関連は不明であった。
　RT-PCR法によるECoV遺伝子検査を実施したと
ころ、消化器症状を示した馬の糞便3検体すべて陽
性であったが、鼻腔スワブは3検体すべて陰性で
あった。また、遺伝子検査陽性糞便からウイルスを
分離することに成功し、Tokachi09株と命名された。
Tokachi09株は血清学的および遺伝学的にECoVで
あることが示され、国内初のECoV分離株となった
（図1）。Tokachi09株を用いて発熱馬のペア血清6検
体の血清診断を行ったところ、全検体で中和抗体価
が有意に上昇したことから、本流行中の発熱の原因
のほとんどがECoVであることが示されている。な
お本流行において、有症状馬からECoV以外の病原
体は検出されなかった。

（3）2012年の流行［12］
　2012年2月終わりから4月初めにかけて流行し、在
厩頭数の約31.4%にあたる204頭が発症した。前2回
と同様に、発熱と食欲不振が主な臨床症状であり、
有症状馬の年齢は2-11歳（中央値3歳）であった。消
化器症状を示した馬は27頭で、有症状馬の13.2%で
あった（図2）。また、有症状馬9頭中7頭において白
血球減少症が観察された。ほとんどの馬は2-4日間
で回復したが、水様性下痢を示した馬は5-10日の治
療期間を必要とした。重度の水様性下痢および口内
炎を示した2頭が流行中に死亡した（図3）。死亡例2
頭中1頭はペア血清を用いた血清診断によりECoV
感染が確認されたが、もう1頭については材料がな
かったため診断できなかった。ECoV感染と口内炎
との関連については不明である。
　RT-PCR法によるECoV遺伝子検査により、消化

図1　ウマコロナウイルス（Tokachi09株）電子顕
微鏡図 （北海道家畜保健衛生所　尾宇江康
啓 氏　提供）
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器症状を示した馬の糞便10検体中5検体が陽性で
あったが、鼻腔スワブは10検体すべて陰性であっ
た。また、遺伝子検査陽性糞便から2株のウイルス
が分離されている（Obihiro12-1およびObihiro12-2株）。
Obihiro12-1株を用いた中和試験では、発熱馬のペア
血清9検体すべてにおいて有意に抗体が上昇してい
た。9頭のうち1頭の鼻腔スワブからウマヘルペスウ
イルス4型が検出され、かつこの馬のペア血清を用
いた血清診断においてもウマヘルペスウイルス4型
に対する抗体の上昇が確認されている。散発的にウ
マヘルペスウイルス4型による発熱があったものの、
本流行中の発熱の原因のほとんどがECoVであった。

アメリカにおけるECoVの流行［13］
　2011年11月から2012年4月にかけて、4つの州の牧
場でECoVが流行した。各牧場における流行は、3
週間程度であった。馬の品種は不明である。合計
161頭中59頭が発症し、発症率は36.6%であった。有
症状馬の年齢は、1－29歳（中央値15歳）であった。

日本と同様に、食欲不振、元気消失、発熱が主な臨
床症状であった。下痢、疝痛等の消化器症状を示し
た馬は12頭で、有症状馬の20.3%であった。また有
症状馬10頭中7頭で白血球減少症が観察された。
　予後は一般的に良好であり1－4日の治療でほとん
どの馬が良化したが、4頭の死亡例があった。うち2
頭の原因は敗血症、残り2頭では神経症状が観察さ
れたが、筆者らはECoVとの関連は不明であり、高
アンモニア血症や尿毒症などの代謝疾患が原因の可
能性があると考察している。
　リアルタイムRT-PCR法によるECoV遺伝子検
査により、有症状馬の糞便44検体中38検体が陽性
であった。陽性検体のN遺伝子を解析したところ、
NC99およびTokachi09株と高い相同性を有しており、
ECoVであることが示されている。また本流行にお
いて、有症状馬からECoV以外の病原体は検出され
なかった。この報告では、ウイルス分離および抗体
検査は実施されていないが、ECoV遺伝子が検出さ
れていることから、ECoV病が流行したと判断され
る。

まとめ
　本章ではこれまでの報告から、ECoV病の症状や
流行の特徴をまとめる（表1）。
　有症状馬の臨床症状は、発熱、食欲不振、元気消
失が主であり、そのうち1割程度しか下痢等の消化
器症状を示しておらず、「ECoV感染=下痢」ではな
い。なお成牛のBCoV感染で観察される血便は、馬
では観察されていない。発症年齢は1歳から29歳と
幅広く、また単発例において、生後数日の子馬への
感染も報告されていることから、ECoVの感染、お
よびECoV病の発症は年齢に関係がないと思われる。
また、他のウイルス感染症同様に、白血球減少症を
示す馬が多い。
　BCoVは成牛の冬季赤痢の原因となっているが、
ECoVは冬季以外にも流行しているため、季節に関
係なく流行すると考えられる。流行期間は2週間－
3ヶ月であり、多くの流行は1ヶ月程度で終息して
いる。各流行間で幅はあるものの、一度の流行で2
－5割という多くの馬が発症していることから、伝
染力が強いことが伺える。基本的に予後は良好であ
り、病原性が高くはないと考えらえる。しかし、重

図2　2012年流行時に有症状馬にみられた水様
性下痢（左）と軟便（右）

図3　2012年流行時にみられた口内炎 （十勝ド
ラフトホースクリニック　森田美範 氏　提
供）
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度の下痢や細菌の2次感染等を併発した場合は死亡
する例もあり、注意が必要である。治療は、ECoV
病に特異的な治療法はないため、対症療法となる。
死亡例において、口内炎や神経症状を示した馬が報
告されているが、ECoV感染との関連は不明である
ことから、今後の調査が必要である。
　BCoVは呼吸器および消化器に感染し、症状を示
す。しかし、これまでの報告において、鼻腔スワブ
からECoVを検出した例がないことから、呼吸器は
主要な感染経路ではないと考えられる。糞便からは
ECoVが検出されていることから、経口的にECoV
が消化器へ感染・増殖し、糞便中にウイルスを排出
する可能性が高い。主要な感染経路は、糞口感染で
あると考えられる。

　日本において流行したECoVのN遺伝子を用
いて系統樹解析を行うと、ECoVは他動物種の
Betacoronavirus 1とは異なるクラスターを形成する
（図4）。この結果より、他動物種のコロナウイルス
が馬に感染したのではなく、馬固有のコロナウイル
スが感染したと考えられる。また、N遺伝子のよう
な構造タンパクの相同性はECoV間において高いも
のの、非構造タンパクであるp4.7-p12.7領域におい
ては遺伝子の多様性が確認されている。2004年の流
行時のECoVではp4.7-p12.7領域に欠損なし、2009年
（Tokachi09株）は185bpの欠損、2012年（Obihiro12-1
株）は40bpの欠損が明らかとなっている。p4.7-p12.7
領域の多様性から、日本における3回の流行はそれ
ぞれ異なるECoVが流行したと考えられる。

場所

時期

有症状馬頭数

（割合％）

死亡例

臨床症状

ばんえい競馬場

日本 アメリカ

2004－2005年

12月－3月

191

29.3%

0

2009年

6－8月

132

約22.0%

2

2012年

2－4月

204

約31.4%

2

2011年

11月

16

57.1%

1

2012年

2月

16

48.4%

2

2012年

4月

13

20.0%

0

2012年

4月

14

40.0%

1

*TX：テキサス州、WI：ウィスコンシン州、CA：カリフォルニア州、MA：マサチューセッツ州

発熱、食欲不振

有症状馬の一部で消化器症状

白血球減少症（2012年流行時）

発熱、食欲不振、元気消失、白血球減少症

有症状馬の一部で消化器症状

TX* WI* CA* MA*

表1　日本とアメリカで発生したECoV病の流行状況

図4　Betacoronavirus 1のN遺伝子のアミノ酸配列を用いた系統樹解析
●はウマコロナウイルスを示しており、すべて同じクラスターに分類されている。
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　最後に軽種馬へのECoVの影響について少し述べ
る。これまでに軽種馬群におけるECoV流行の報告
はなく、軽種馬への影響はほとんど不明であった。
上述したように、BCoVを用いた抗体調査によって
多くの軽種馬が抗体を保有していることは明らかに
なっているが、病気との関連については不明な点が
多い。そこで我々はECoVが軽種馬の発熱にどの程
度関与しているかを調べるため、冬季発熱馬のペア
血清を用いて、ECoVに対する抗体検査を実施した
［10］。2007－2012年の12－3月にJRA東西トレーニ
ング・センターで発熱した202頭のペア血清を用い
たところ、16頭（7.9%）で抗体価の有意な上昇を認め
た。過去に今川らは、1987－1988年に東西トレーニ
ング・センターで発熱した589頭のペア血清を用い
て、BCoVに対する中和試験を実施したところ、54
頭（9.2%）で抗体価の有意な上昇を認めている［7］。
以上の結果からトレーニング・センターにおける発
熱の一部に昔から現在まで、ECoVが関与している
ことが推察される。ECoVの病気への関与を証明す
るためには、病原体自体の検出が必須であり、今後
の課題である。現在まで軽種馬群においてECoV病
は流行していないが、その理由は不明である。その
理由の解明は、ECoV流行の阻止および防疫対応に
大きく貢献するものと思われる。
　ECoV病については病原性や浸潤状況など不明な
点が多く、今後解明すべき課題が多い。ECoVの研
究は始まったばかりであり、今後の研究の進展に期
待したい。
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解 説 記 事

イギリス・アイルランドにおける購買前獣医検査について

日高育成牧場　冨成雅尚

はじめに
　洋の東西を問わず、馬の売買取引に関するトラブ
ルは数多く存在します。その理由として、馬は「高
額」な商品であることに加えて、生体、すなわち「生
き物」であるため、自動車や精密機械などと比較し
て、その品質保証が困難であることなどがあげられ
ます。また、わが国の馬取引の中心である育成期の
馬（当歳～ 2歳馬）は、売買時に「成長期」であること
から、取引前には認められなかった疾患が、取引後
に発生する可能性もあります。さらに、取引後にお
ける放牧や調教などの運動負荷により、外見上認め
られなかった疾患や欠陥が顕在化することも少なく
ありません。
　このような理由から、わが国の競走馬セリ市場に
おいては、上場前のレントゲン検査および内視鏡
検査による、いわゆる「レポジトリー」が一般的にな
り、競走馬取引の透明性が向上してきました。しか
し、現状のレポジトリー検査においても、上場馬が
有する疾患および欠陥のすべてを把握すること、ま
た、異常所見が確認された場合に、その後の育成期
および競走期に及ぼす影響を予測することは困難と
言わざるを得ません。その理由は、最新の診断技術
をもってしても、馬体全体をくまなく検査する方法
は構築されていないこと、さらに、たとえ異常所見
が認められた場合であっても、パフォーマンスに及
ぼす影響を正確に予測する科学的根拠が未だ確立さ
れていないためです。
　冒頭で「洋の東西を問わず」と述べたように、馬の
取引のトラブルで悩んでいるのは、わが国だけでは
ありません。馬取引が盛んに行われている諸外国の
例を垣間見ることにより、安心して馬の売買が可能
となる方法を構築する手がかりをつかむことができ
るかもしれません。そこで、本稿においては、イギ

リスおよびアイルランドの馬取引における「購買前
獣医検査」Pre-Purchase Examination（以下PPE）に
ついてご紹介したいと思います。

購買前獣医検査PPE（Pre-Purchase Examination）
　イギリスおよびアイルランドにおいては、PPEが
一般的に実施されています。これは、購買者が購入
を予定している馬に対して、購買目的に適っている
かどうか、異常所見や疾患の有無といったリスクに
関する部分に関して獣医師に検査を依頼するもので
す。依頼された獣医師の多くは、PPEガイダンスノー
ト（※）とよばれる「検査手引書」に基付いて実施して
います。これには、獣医師が実施するべき検査項目
が順序立てて明記されており、イギリス馬獣医師会
および英国王立獣医師会といった獣医師の権威団体
が作成および承認しています。このため、これに則
ることにより、可能な限り適切な検査が実施できる
とともに、取引後のクレームなどのトラブルを最低
限に抑制できるシステムが構築されています。また、
手順だけではなく、当該馬に関与する検査獣医師、
購買者および販売者のすべてが、購買時検査を実施
するうえで理解しておく必要がある事項が記載され
ています。例えば、「PPEには限界があること」、「購
買者の使用目的およびニーズに基付いて合否判断す
る必要があること」、「検査獣医師は当該馬の診療に
携わっていないこと」などが明記されています。
　実際の検査においては、これに示されたすべての
検査ステージに加え、必要に応じてレントゲン検
査や上気道の内視鏡検査を実施するため、1頭当た
りの検査が1時間を超える場合も少なくありません。
また、競走馬や馬術競技馬などの高額馬取引の検査
は、臨床経験が豊富かつ公平に判断できる獣医師が
担当しています。
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※PPEガイダンスノート原文
http://www.beva.org.uk/_uploads/documents/1ppe-
guidance-notes.pdf（P32～ 35 著者訳文）

検査の流れ
　それでは、PPEガイダンスノートの記載内容を簡
単にご紹介したいと思います。「基準検査」とよばれ
るPPEの基本となる検査は、以下の5つのステージ
から成り立っています。

ステージ1　予備検査
　駐立時の目視および触診などによる馬体外貌の検
査。歯および眼検査、心肺の聴診が含まれる。

ステージ2　引き馬による常歩および速歩の歩様検
査
　常歩および速歩の直線運動、左右方向の小さい回
転、および2～ 3歩の後退による歩様検査。

ステージ3　運動負荷試験
　騎乗による運動負荷時の検査。この項目の目的
は、「心拍数あるいは呼吸数を増加させた際の状態
確認」、「常歩、速歩、キャンター、可能であればギャ
ロップ時の状態の確認」であり、騎乗が困難であれ
ば、ランジングへの代替も可能である。

ステージ4　静止および再検査
　ステージ3の運動後の安静状態における呼吸循環
器系に関する検査。

ステージ5　2回目の速歩検査

　運動と安静時検査によって確認された所見の再確
認を目的とした速歩検査。

その他の検査
（屈曲試験および速歩による回転）
　必要に応じて、硬地における屈曲試験と速歩によ
る回転検査を実施する。しかし、これらのテストは
基準検査においては義務ではなく、検査獣医師が安
全かつ適切な検査場所ではないと判断した場合は実
施しなくてもよい。

（血液の採取）
　禁止薬物の検出を目的として採取された血液は、
通常6ヶ月間保存される。この血液は当該馬の疾患
の隠ぺいを目的として、検査時に販売者が薬剤を使
用した可能性がある場合にのみ分析される。

基準検査のバリエーション
　以下の理由が存在する場合、基準検査は検査獣医
師の判断によってアレンジできる。
①臨床的あるいは診療的な理由がある場合
②すべてのステージが実施できない場合、あるい
は適切に実施できない場合
③購買者の要望によって基準となる5ステージの
検査のうち、ステージ1および2を限定的に実施
する場合

　これらの場合には、購買者にその旨を報告しなけ
ればならない。また、レントゲン、内視鏡もしくは
超音波検査などは、購買者の要望があれば必要に応
じて実施される。

セリ市場におけるPPE
　PPEは、英国の獣医師会にオーソライズされた極
めて優れたシステムですが、すべての馬の売買に活
用されているものではありません。特に、競走馬の
セリにおいては、PPEガイダンスノートの項目のう
ち、限定された一部の検査が短時間で実施されます
（表1）。「PPEガイダンスノートの基準検査」と「セリ
におけるPPE」両者の検査内容を比較すると、後者
は明らかに簡略化されていますが、これには理由が
あります。セリにおいては、時間、場所および年齢
に制約があるため、詳細な検査が不可能です。また、

購買前検査は、臨床経験が豊富な獣医師に依頼さ
れている。
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タタソールズのレポジトリールーム

この事情を購買者が理解し、あくまで簡易検査であ
ることを認識したうえでの依頼に基づいているため
です。さらに、セリにおいては購買者本人が実馬検
査している場合が多く、獣医師によるPPEはあくま
で補助、セカンドオピニオンと見なされていること
も検査を簡略化できる理由のひとつです。
 多くの獣医師は、安静時の外貌検査、心臓の聴診、
歩様検査（ほとんど常歩のみだが、場合によっては
速歩を実施する）、および内視鏡検査（上気道観察の
み）に限定して検査を実施しています。内視鏡検査

は1歳馬であっても馬房内で実施することがほとん
どで、セリ会場にはポータブル内視鏡を肩にかけた
獣医師の姿を頻繁に見かけることができます。
　X線検査は腫脹が認められる部位、跛行肢など必
要な個所のみに限定して実施されます。なお、X線
検査が事前に実施されている上場馬はそれほど多く
なく、欧州のトップセールであるタタソールズ1歳
市場のブック１においても、レポジトリールームへ
の事前提出率は、上場者の3割程度にとどまってい
ます。

セリにおける獣医師による購買前検査（左）馬房での内視鏡検査（右）

データ提出率は上場者の3割程度である。

PPEの基準検査
外貌、眼検査、心臓および肺の聴診
歩様検査（常歩・速歩、回転、後退）
必要に応じた屈曲試験、円周速歩
運動負荷検査
安静時再検査
速歩の再検査
必要に応じたX線、内視鏡、エコー検査
依頼者への結果報告：口頭および検査証明書
検査時間：1～2時間以上
検査料：購買価格に応じて異なる

セリにおける購買前検査
外貌、眼検査、心臓および肺の聴診
歩様検査（常歩・速歩）
必要に応じた屈曲試験
運動負荷検査（購買後のウィンドテスト）

X線検査（必要に応じて）、内視鏡検査
依頼者への結果報告：ほとんど口頭のみ
検査時間：10～20分
検査料：€50～60

表1．PPEとセリにおける購買前検査の比較
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売却後検査
　ここまで、購買前検査について述べてきましたが、
英・愛の競走馬市場においては、売却後検査も頻繁
に実施されています。主な検査項目は、異常呼吸音
を確認するウィンドテスト、およびドーピング検査（血
液検査）です。1歳および2歳市場においては、いずれ
の検査も殆どの売却馬に対して実施されています。
　ウィンドテストは、会場内に設置されているラウ
ンドペン（丸馬場）でのランジングにおいて、呼吸音
が明瞭に聴取可能となるまで、左右それぞれ10周程
度のギャロップを実施することにより異常呼吸音の
有無を確認する検査です。なお、1歳市場の上場馬は、
このテストのため、セリ馴致の一つとしてランジン
グ調教が実施されています。
　また、ドーピング検査は、上場時における薬物使
用の有無を確認するものであり、セリ開催獣医師に
よる採血が実施されています。

PPE講習会の開催
　PPEガイダンスノートに基づいた検査の周知徹底
を図ることを目的とした講習会が、英国馬獣医師会お
よび獣医師保護協会（※）の主催により、英・愛国の
各地で年間を通して開催されています。内容は「PPE

の概要説明の講義」に始まり、「実馬を用いたコンフォ
メーション、歩様検査、心臓および眼検査の方法の
実技」、「クレームを防止するための購買前検査の実
施方法の講義」などであり、適切な購買前検査の実施
および売買トラブルの防止を目的としています。
　講義で紹介があった売却後のトラブルの具体例を
あげると、「購買後に発症した喘鳴症」、「購買後の
MRI検査によって判明した深屈腱炎」、「検査時に見
落とされていた背部のサルコイド（鞍の圧迫による
疼痛により、騎乗者が振り落とされた）」、「切歯の
不整萌出（検査獣医師はパフォーマンスに及ぼす影
響はないと判断）」などのクレームが過去にあったそ
うです。講師からは「購買前検査におけるクレーム
を予防するためには、購買者とのコミュニケーショ
ンが極めて重要であり、どれほど精度の高いプロト
コールが体系化されていても、最終的には人間同士
のコミュニケーション（言い回し、正直な発言など）
が、トラブルを防止できる最も重要なポイントであ
る」とアドバイスがありました。
　このような獣医師会をあげての取り組みは、獣医
師の検査技術向上、ひいては適切な馬取引を実施す
ることによる馬産業の発展を目的としています。

※獣医師保護協会：獣医師向けの保険組織であり、
各種クレームや医療過失に伴う保険の取扱い、訴訟
を含むトラブルに対するアドバイスや書類作成を代
行する。

まとめ
　PPEガイダンスノートは馬取引を円滑に実施する
ための優れたプロトコールであると言えます、しか
し、これを用いた検査システムの有効性を左右する
のは、検査獣医師の臨床経験、観察力および依頼主
に対するリスク説明などのコミュニケーション能力
と言えるのかもしれません。
　わが国においては、PPEは一般的ではありません
が、馬取引に関わる獣医師の責任の重さは小さくあ
りません。市場の透明性を向上させ、売り手、買い
手ともに安心した取引を行うためには、現状におい
て「パーフェクト」な診断および予後判定は不可能で
あっても、常に「ベター」な方法を模索していく必要
がありそうです。

売却後のウィンドテスト。右側が呼吸音を確認し
ている獣医師

売却後のドーピング検査用の採血
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（参考資料）PPEガイダンスノートガイドライン
　購買者代行としての購買前検査

　このガイドラインは、BEVA（英国馬獣医師学
会）とRCVS（王立獣医師学会）の共同で作成され
たものである。
　目的は、検査獣医師および購買者に対して一般
的なガイドラインを提供することである。ここで
いう「馬」には、ポニーおよび子馬が含まれる。

　購買前獣医検査（Pre-Purchase Examination、以
下PPE）の目的は、購買目的にかなった馬の適性
を判定するため、獣医師が購買者を代行して獣医
学的に様々な要素を調査・確認する詳細な臨床検
査を実施することにある。
　個々の検査は、その購買者の購買目的および
ニーズに沿って実施されるため、検査獣医師の意
見は、個々の購買者の目的およびニーズによって
異なる。このガイドラインは、販売者の代行と
して実施される検査は取り扱っていない（一部の
セールにおける例外を除く）。

　PPE実施前に、検査獣医師は対象馬の販売者、
対象馬の身元を調査する必要がある。事前調査に
より、購買者の利益に合致しない情報が得られた
場合は、獣医師は検査の実施を断るべきである
（馬の販売者が検査獣医師のクライアントである
場合、あるいは当該馬が検査獣医師によって診療
を受けていた場合など）。馬の販売者が検査獣医
師のクライアントであった場合は、購買者に対し
て検査前に、その旨を申告しなくてはならない。
また、検査獣医師が当該馬の診療履歴を保有して
いる場合は、その情報を購買者に伝える許可を販
売者側から得ておく必要がある。以上のことが困
難な場合は、獣医師はこの検査を断るべきである。

　PPEにおいて検査獣医師は、以下の規格化され
た臨床検査を実施し、購買目的とニーズに沿った
意見を購買者に伝える。その際、購買者の目的お
よびニーズにとって、リスクになり得るいかなる
可能性も言及しなくてはならない。所見および意

見は、検査中あるいは検査終了後に、購買者に口
頭および検査証明書によって報告される。購買が
成立しない場合は、証明書を完成させる必要はな
い。また、購買者が希望しなければ、検査証明書
は他の購買者に手渡されることもない。

　PPEは、その検査時点において、購買者の購買
決定を手助けする情報を提供しているに過ぎず、
目的に合致した馬の適性を補償するものではない。

★検査
　基準検査standard examinationは、5項目のス
テージからなる。実際の検査は、順番通りに進行
しない場合がある。

ステージ1　予備検査preliminary examination
　駐立時の目視および触診などによる馬体外貌の
検査であり、これには切歯※、暗所での眼検査、
心臓と肺の聴診が含まれる。眼検査に散瞳処置は
含まれないが、外部および内部の構造検査を実施
する必要がある。
　この検査には、包皮内部の検査、口腔鏡を用い
た詳細な口腔内検査、体高測定、いかなる種類の
妊娠鑑定も含まれない。
※年齢査定および不整歯列の確認を意味している。
臼歯などに対する口腔内の詳細な検査は、基準検
査においては実施しないとの明示である。

ステージ2　引き馬による常歩および速歩の歩様
検査walk and trot, in hand
　引き馬による常歩および速歩の歩様検査におい
て、歩様異常の有無を確認する。理想的には、硬
い平坦な場所での実施が望ましい。また、左右方
向の小さい回転および2～ 3歩の後退歩様も確認
する。なお、四肢の関節に対する屈曲試験および
円周上の速歩は、獣医師がその必要性を認め、か
つ安全に実施できると判断した場合に限定して実
施される。

ステージ3　運動負荷試験exercise phase
　通常、騎乗によって運動負荷を実施する。
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　目的は
１．心拍数あるいは呼吸数を増加させた際の馬の
状態の確認。

２．常歩、速歩、キャンター、可能であればギャ
ロップ時の馬の状態の確認。

３．ステージ5（後述）のため

　騎乗が困難であれば、このステージはランジン
グに代替してもよい。しかし、この事実（騎乗で
きずにランジングで実施した）は、検査証明書に
よって購買者に伝えなくてはならない。

ステージ4　静止および再検査period of rest and 
re-examination
　一定時間、馬が安静時の状態に回復するまで静
かに駐立させ、呼吸循環器系に関する検査を実施
する。

ステージ5　2回目の速歩検査second trot up
　再度、引き馬の速歩を実施する。これは、運動
と安静時検査によって確認された所見の再確認を
目的とする。

屈曲試験および速歩による回転
　硬地における屈曲試験と速歩による回転検査の
実施により、その馬に関する有益な情報を得るこ
とができる。しかし、これらのテストは基準検査
においては義務ではなく、検査獣医師が安全かつ
適切な検査場所ではないと判断した場合は実施さ
れない。

血液の採取　
　禁止薬物の検出を目的として採取された血液は、
通常6ヶ月間保存される。この血液は、当該馬の
疾患の隠ぺいを目的として、検査時に販売者が薬
剤を使用した可能性がある場合に分析される。血
液採取を実施しなかった場合は、その理由を検査
証明書に記載する必要がある。

馬の個体識別
　個体識別は模式図と記述を用いて、検査証明書

に記録する必要がある。スキャナーによるマイク
ロチップの読み取りが可能であり、パスポートに
記載された模式図と馬の特徴が合致していた場合
は、模式図の作成は省略できる。この場合、MC
番号とパスポート番号を検査証明書に記載する必
要がある。

基準検査のバリエーション
　以下の理由が存在する場合、基準検査は検査獣
医師の判断によってアレンジできる。①臨床的
あるいは診療的な理由がある場合、②すべてのス
テージの実施が不可能な場合、あるいは適切に実
施できない場合、③購買者の要望によって基準と
なる5ステージの検査のうち、ステージ1および2
が限定的に実施される場合、購買者にその旨を報
告しなければならない。また、購買者の要望によ
る追加検査（レントゲン、内視鏡検査、超音波検
査など）の結果は、すべて検査証明書に記載する
必要がある。また、これらの追加検査の画像（レ
ントゲン写真、内視鏡画像、エコー画像）は、保
管しなければならない。

★証明書と意見
　検査証明書には、重要な疾患、外傷、身体的異
常の所見に関する、すべての検査結果を記載する
必要がある。また、これらの所見が購買者の使用
目的とニーズに影響（損害）を及ぼす可能性がある
場合には、各所見に関する検査獣医師の意見を記
載する必要がある。
検査獣医師の意見は、以下のような表現を使用し
てよい。

・私の個人的な意見としては、
・確率的に言って、
・上記の状態は、・・・の使用に際して、○○
をするための能力に損害を与えるor与えな
い・・・

　これらの文章表現は、各所見の評価に関して他
の理にかなった見解があるかもしれないとの事実
を反映している。しかし、その馬に対する注意深
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い検査および観察に対し、検査獣医師の有するす
べての専門的な知識と経験を付与するうえで、彼
の責任を減ずるものではない。

　検査獣医師が、検査によって判明した所見は購
買後に悪化するリスクが高いと判断した場合（再
発あるいは遅発性の病態）は、その旨を検査証明
書に記載する必要がある。このような所見を有し
ていた場合でも、対象馬はリスクと利益のバラン
スを考慮したうえで使用目的に合致していること
もある。

★検査の限界
不完全な検査
　5ステージのうち、ある理由によって一つでも
省略した場合、検査証明書に記載する意見は実施
された残りの検査に基付くべきである。しかし、
不完全な検査によって明らかにできなかった疾患、
外傷および異常所見が存在することを認識する必
要がある。
　購買者が不完全な検査を要求した場合、その検
査は極めて限定された検査となる。このため、購
買者本人には購買の決定に影響を及ぼす重要な臨
床所見を見逃す可能性があることを認識させる必
要がある。

治療歴
　検査対象馬は、これまでに獣医師による治療を
受けた可能性がある。また、検査対象馬の販売
者が、検査獣医師のクライアントである場合でも、
検査獣医師は検査馬が他の獣医師の治療を受けて
いた事実を把握していない場合もある。
　検査時の対象馬は、事前に投与された薬物の影
響下にある可能性がある。また、疾患、外傷ある
いは異常所見を隠ぺいする薬物が投与されている
可能性もある。検査時に採取された血液は、これ
らを判定する目的で使用できる。

所有権
　検査証明書は、検査馬の個体証明を提供する。
しかし、その馬の販売者が所有権を有している事

実に関しては、検査獣医師の責任にはならない。
その馬の所有者が販売者であるということ、およ
び所有権を示すマイクロチップ情報の確認は、購
買者の責任である。

年齢
　検査馬の子馬の時からの記録がない場合は、正
確な年齢を特定することは不可能である。歯の観
察による年齢推定は不正確であり信頼性が低いた
め、これのみによる年齢確定は回避すべきである。
正確な資料がない場合は、「高齢馬」という用語は
検査によって15歳以上と判断された場合に限定し
て使用してもよい。

悪癖
　悪癖は好ましくない癖を意味するが、必ずしも
検査時に確認できるわけではない。しかし、検査
時にそれらが確認された場合は、購買者に報告す
るとともに、検査証明書に意見を記載する必要が
ある。

販売者による補償
　販売者自身から購買者側に提供された情報は、
いかなる補償にもならない。このような販売者の
補償は、販売者と購買者で交わされるものであり、
検査獣医師は一切責任をもたない。購買者は、販
売者からの補償内容に関して書類の作成を要求す
るべきである。例えば、手術歴、治療歴、体高、
悪癖の有無、気性、検査時における投薬の有無、
馬の過去あるいは現在の使用目的およびパフォー
マンスレベルなどに関するものである。

体高
　PPEを実施するうえで、馬あるいはポニーの体
高測定は、獣医師による検査範疇に入らない。

保険
　可能であれば、その馬の購買前に、購買者は適
切な保険に加入した方が望ましい。

注意：PPE検査証明書は、保険加入の申し込み提
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出資料としても利用可能である。現在のオーナー
が保険用として、同様の5ステージ検査を実施す
る可能性もある。しかし、その証明書には獣医師
の意見は入っておらず、PPEとしては利用できな
い。保険加入を目的とする検査は、「保険目的のた

めの馬検査証明書」と明記されなくてはならない。

原本「購買前獣医検査PPE（Pre-Purchase Examination）」
http://www.beva.org.uk/_uploads/documents/1ppe-guidance-notes.pdf
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海 外 報 告

馬疝痛・腹部手術シンポジウム
（Equine Colic and Abdominal Surgery Symposium）

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　酒井哲志

　疝痛（急性腹症）とは、消化管に影響を与える何らかの異常により生じる腹部の疼痛である。ウマという
動物種は、胃が小さく嘔吐が困難である、腸管および腸間膜が長く腹腔内で固定されていない、腸管の太
さが不均一である、腸管に分布する神経が鋭敏であるなどの理由により、疝痛を発症しやすいとされる。
特に競走馬は、高エネルギーの飼料を与えられ、調教や競走といったストレスに日々さらされるため、疝
痛を発症するリスクが極めて高い動物であるといえる。栗東トレーニング・センター競走馬診療所におい
て、2012年に疝痛と診断され治療を受けた馬は延べ515頭であり、1日1～ 2頭が疝痛を発症したことになる。
疝痛の原因は様々であり、それぞれの病態に適した治療を実施するためには、早期の診断が極めて重要と
なる。また、疝痛の治療は、輸液や鎮痛薬などの内科的治療から開腹手術や腹腔鏡手術などの外科的治療
まで多岐にわたる。
　2013年3月に香港で開催された『Equine Colic and Abdominal Surgery Symposium』は、アジア地域におけ
る馬獣医師の知識および技術の向上を目的とした講習会で、欧州の著名な馬臨床医および香港ジョッキー
クラブ診療所のドクターが講師となり、疝痛の診断法や治療法についての講義、実馬を用いた検査法のデ
モンストレーションおよびウェットラボにおける外科手術手技のレクチャーが実施された。本シンポジウ
ムに、JRAから獣医師8名が参加したので、その内容について以下に紹介する。

1．概要
　「Equine Col ic  and Abdomina l  Surgery 
Symposium」は、平成25年3月27日から29日まで香港に
て開催された。本シンポジウムは、世界馬獣医師会
議 World Equine Veterinary Association（WEVA）、
香港ジョッキークラブ（HKJC）および香港城市大学
（City University of Hong Kong）が共催し、アジア
地区で競走馬に携わる獣医師の知識・技術の向上を
目的として行なわれた。アジア地区で馬の外科学に
関する講習会が実施されるのは、2010年のAOVET 
Course in Hong Kong 2010、2012年のAsian Equine 
Upper Airway Symposiumに続き3回目であった。
※WEVAは、1. 馬臨床獣医師の一体化を図るため
に、国内および国際的な馬獣医協会、馬関連協
会のためにフォーラムを提供すること、2. 馬の健

康、繁殖、福祉に関して、国内および国際的な会
合、セミナー、会議などを開催すること、3. 専門
的な知識や技術を、高度に発展した馬協会から、
発展途上国への普及を助成すること、4. 研究、催
し、ショー、レース、スポーツイベント、国際輸
送、疾患などの管理およびコントロールを目的と
して1985年に設立され、定例会議が隔年で開催さ
れている。

2．研修スケジュール
　シンポジウムという名称ではあるが、実際はテー
マ毎に講義を行い、最終日に実習を行う講習会形
式であった。講義は香港城市大学（City University 
of Hong Kong）にて、実習は香港ジョッキークラ
ブ（HKJC）の競走馬診療所において行なわれた。
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HKJCでは予め用意された材料を用いたウェットラ
ボが行われた。講師陣およびスケジュールを以下に
記す。

 講師
Tim Greet（ロスデール・エクワイン・ホスピタル、
　　　　　  英国ニューマーケット）
Tim Mair（ベル・エクワイン・クリニック、
　　　　　 英国メードストン）
Paul Robinson（香港ジョッキークラブ競走馬
　　　　　　    診療所）
Christopher Riggs（　〃　）
Frank Low（　〃　）
Chris Sun（　〃　）

 タイムテーブル
第1日　3月27日（水）
 8：20　開会式
 8：40　疝痛の疫学
 9：20　疝痛症例の臨床的評価と診断
　10：00　手術適応でない疝痛の原因とその治療
　10：45　休憩
　11：15　馬の腹部の外科解剖学
　12：00　馬の腹部の外科的アプローチと探査
　12：30　質疑応答
　13：00　昼食
　14：00　腸管手術の原理とテクニック
　14：45　手術における小腸の状態とその管理
　15：00　休憩
　15：30　手術における大腸の状態とその管理
　16：15　疝痛症例の術後管理と合併症
　17：00　質疑応答

第2日　3月28日（木）
 8：30　馬の腹部超音波検査
 9：00　疝痛症例の全身麻酔におけるポイント
 9：30　実践的な輸液療法
　10：00　妊娠末期および分娩直後における疝痛の

外科手術
　10：45　休憩
　11：15　難産の評価と診断
　12：00　帝王切開

　12：45　質疑応答
　13：15　昼食
　14：00　子馬の膀胱破裂の外科的治療
　14：45　子馬の尿膜管感染の外科的治療
　15：15　休憩
　15：30　子馬の胎便便秘の治療
　16：15　開腹術後の合併症（中長期）
　17：00　腹腔鏡手術の概要
　17：45　質疑応答

3月29日（金）ウェットラボ（＠シャティン競馬場内競
走馬診療所）
　実習は、下記の内容をグループごとにローテー
ションする形で行われた。
　A. 疝痛の治療・検査・術後管理についてのディ

スカッション
　B. 開腹および閉腹のテクニック
　C. 腹腔臓器の解剖学的構造および外科的探査の

テクニック
（D. 腸管手術の原理および縫合法）
　E. 小腸の切除と端々吻合のテクニック
　F. 空腸－盲腸の側々吻合のテクニック
（G. 結腸の手術におけるコツ）
　H. 馬の腹部超音波検査

3．講義および実習
　講義の内容は多岐にわたっており、繁殖雌馬や子
馬の臨床に特化した内容もあったが、ここでは現役
競走馬の臨床において有用と思われたものや、特に
印象に残ったものについて記述する。

馬の腹部エコー検査
　疝痛症状を呈する馬において、開腹術を実施する
か否かの判断は非常に難しい。手術にはコストがか
かり、馬への負担も大きく、術後の休養期間は少な
くとも8週間は必要となるなどの問題がある一方で、
手術実施の判断が遅れると馬の予後に悪い影響を与
えることとなる。腹部エコー検査では、消化管臓器
の位置、拡張の程度、内容物、壁の異常および運動
性に関する情報などを得ることが可能であり、手術
適否の判断の助けとなるだけでなく、事前に手術プ
ランを立てるのにも役立つ。エコー所見を読み解く
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す腸管の存在→結腸の腎脾間膜へのエントラッ
プメント（確定診断ではない）

・右側の腹部頭背側における拡張した小腸ループ
の存在→小腸の網嚢孔への左から右へのエント
ラップメントを強く示唆する
・複数の腸管壁が層状に重なるような構造（ター
ゲットサイン）→腸重積
・鼠径管内の拡張した小腸→鼠径ヘルニア
・精巣鞘膜内における小腸ループ→陰嚢ヘルニア
・胸腔内における小腸ループあるいは結腸→横隔膜
ヘルニア
・胃の拡張、胃壁の菲薄化→後部消化管の通過障害

　このように、腹部エコー検査は腹腔内の病変を診
断する大きな助けとなるが、時に誤った診断を招
くこともある。例えば、結腸の腎脾間膜へのエント
ラップメントについては、エコー所見によって誤っ
た診断が下されることが報告されている。「脾臓が
腹部腹側に位置している（正中に及ぶこともある）」、

のは難しいことに思えるかもしれないが、検査手技
は簡便で、練習を積めば価値のある情報を得ること
ができるようになる。
　腹部エコー検査には様々な方法があるが、腹腔内
の状態に関する有意義な情報を得られる部位が必ず
含まれるような体系的な検査方法が確立されている
ことが重要である。HKJCでは、緊急性のないケー
スにおいては、馬の右側から検査を始める。まず背
側領域を尾側から頭側方向に進み、再び尾側に戻っ
て今度は腹側領域を頭側方向に探査する。それから
腹部正中領域を胸骨から骨盤腔入口まで探査し、雄
馬であれば鼠径輪付近および陰嚢基部を確認する。
その後、馬の左側に移動し、尾背側から同様の手順
で探査を行う。加えて、胸腔内の探査も実施すべき
である（横隔膜ヘルニアの確認）。それぞれの検査部
位で観察できる、あるいは確認すべき臓器について
は図1に記す。

　緊急性の高い症例で馬が苦悶し検査が十分に行え
ないケースでは、検査部位を下表の7ヶ所に絞って
探査を行うことで、迅速（約10分）かつ適切な画像診
断を実施することが可能である（rapid scan：図2）。
　実際に腹部エコー検査で確認される異常所見と関
連する病変としては以下のものが挙げられる。
・腹水の増加→腹膜炎、消化管破裂、血腹症
・拡張した小腸ループ（直径5㎝以上で運動性なし、
または不規則な収縮のみの場合）→小腸の通過障
害、イレウス、捻転、絞扼etc…
・拡張した小腸壁のび慢性肥厚（通常は3㎜未満）→
出血や浮腫を示唆
・腎脾間領域におけるガスを含んだ左腎臓を覆い隠

図1

図2

※これらに加え、尾側傍正中領域に拡張した小腸を確認でき
ることがある。

①

②
③
④

⑤

⑥

⑦

右

正中

左

検査部位 確認すべき臓器・異常所見
十二指腸、小腸ループ
（網嚢孔ヘルニア）

横隔膜ヘルニア
小腸、腹水

胃の拡張（胃壁の厚さ）

結腸のエントラップメ
ント

十二指腸領域（腹部
の頭側1/3）
腹部の中央1/3
胸部の頭腹側領域
腹部の腹側領域
胃領域（第10肋間あ
たり）

腎脾間領域

腹部の中央1/3
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「脾臓背側に腸管構造が観察される」、「腎臓の陰影
が確認できない」といった所見はこの病変を示唆す
るものではあるが、確定診断にはならない。疼痛の
強さ、鎮痛剤への反応、直腸検査所見などを併せて
総合的に判断することが重要である。また便秘につ
いてもエコー検査で診断することが可能（ガスの充
満、食査の貯留）であるが、盲腸と結腸をエコー上
で判別することは困難であり、これについても直検
などと併せて判断するしかない。小腸や胃と同様に
結腸壁の厚さについてもチェックしており、通常は
右腹部頭側において肝臓付近に存在する右側結腸壁
の厚さを確認する。結腸捻転症例では、壁の厚さが
9mm 以上になることが報告されている。HKJCでは、
アルコールにつけたスポンジとアルコールスプレー
を使用して検査部位を適宜濡らし、検査を行ってい
た。この方法は、コスト面においても利便性におい
ても優れていると思われた。装置と検査者の位置に
ついては、腹部の尾腹側領域にプローブを当てると
馬が蹴ることがあるため、検査者は馬の尾側方向を
向いて（モニターは頭側方向に向けて）検査を行うこ
とが望ましい。

内科的治療について
疝痛治療の第一選択薬
　疝痛の初期治療に決まったプロトコールはない。
各種薬物の効果と副作用をよく理解した上で、自身
の経験を元に（使い慣れた薬で）症状に合わせた薬物
を選択するべきである。
　下表は、Dr. Mairが提案する症状別の薬物である。
同氏をはじめ欧州のウマ獣医師は、確定診断がつく
前にフルニキシンを投与することを避ける傾向にあ
る。フルニキシンは鎮痛作用が極めて強く、作用時
間も8～ 12時間と長いため、疼痛やエンドトキセミ
アの初期症状をマスクしてしまい、重症度や手術の
適否に関する診断が遅れることを避けるための選択
である。投与しても2～ 3mlの低用量で使用するか、
内臓痛への鎮痛作用が弱く作用時間も短いフェニル
ブタゾンを選択し、これにスコポラミンを併用する
ことが多いとのことであった。一方、アメリカでは
フルニキシンを第一選択とすることが圧倒的に多い
ようだ。どちらが正解という訳ではなく、投与後に
詳細なモニタリングが可能か、近隣に二次診療施設

が所在するかなどがポイントとなる。

痙攣疝の治療
　海外では、抗コリン薬であるヒヨスチンN-ブチル
ブロマイド（スコポラミン）が治療薬として主流であ
る。イレウスや便秘疝には禁忌だが、平滑筋の弛緩
作用によって腸運動を抑制するため、軽度の痙攣疝
には有効である。
便秘疝（結腸）の治療
 フルニキシンを使用する場合は、少量頻回投与
（0.25 ～ 0.5mg/kgを4回/日）で疼痛管理を行う。最
小有効濃度で維持して、状態悪化のサインを見逃さ
ないことが重要である。目安としてフルニキシン投
与1時間後に疼痛を示す場合は手術を検討するべき
とのことであった。経腸補液は、1～ 2時間毎に水
道水または等張液約8Lを経鼻投与する。HKJCでは
留置可能な経鼻チューブシステムを導入し、持続的
な経腸補液を実施していた。重度脱水や血液量減少
性ショックの症例では経静脈輸液が必要となるが、
安価で安全なこのシステムを導入する価値は十分に
あると思われた（詳細は、輸液療法の頁参照）。結腸
便秘治療中の制限給餌については、成馬を6日間ま
で絶食しても問題ないが、腸蠕動を刺激する目的で
ごく少量の制限給餌を行うことも有効である。数時
間毎に一握り程度の牧草やブランを与えることに悪
影響はない。

疾病の分類／重症度
軽度で原因が特定できない疝痛／
痙攣疝

重度で診断がついていない疝痛

単純閉塞

絞扼性の閉塞

腸炎
腹膜炎

薬物
NSAIDs（フェニルブタゾン／ジピ
ロン）
鎮痙薬（スコポラミン）
オピオイド（ペンタゾシン／ブト
ルファノール）
α2作動薬とオピオイドのコンビ
ネーション
NSAIDs（フェニルブタゾン）
フルニキシン（集中モニタリング
が可能な場合のみ）
フルニキシン
α2作動薬とオピオイドのコンビ
ネーション
フルニキシン
α2作動薬
α2作動薬とオピオイドのコンビ
ネーション
フルニキシン
フルニキシン

【鎮痛のための第一選択薬】
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　便秘が解消した後の給餌再開は、まず少量の牧草
または乾草（0.25 ～ 0.5kg）を3時間毎に与えることか
ら開始する。3時間のインターバルを設けることで
胃内容物は一旦排出され、盲腸や結腸に過度の負
担をかけない。24時間後から草の自由採食を開始し、
通常の排糞が確認できたら穀類や濃厚飼料の給餌を
4～ 7日間かけて徐々に行う。
便秘疝（盲腸）の治療
　盲腸便秘には、単純宿便と“silent killer”と呼ばれ
る機能不全による宿便の2種類がある。機能不全に
よる宿便は、整形外科や疝痛手術の術後に多く、全
身麻酔によるストレス、NSAIDs等の薬物の影響な
ど考えられる。強い疼痛を示すことなく突然盲腸破
裂を起こすことがあるため管理が非常に難しい。し
かし、超音波検査で結腸便秘と盲腸便秘を鑑別診断
することは困難である。盲腸便秘に対する内科療法
は、NSAIDs投与や補液に加えてイレウスと同様に
リドカイン投与（0.05mg/kg/min）が有効である。白
血球減少などのショックの兆しが認められれば、手
術による盲腸洗浄を検討する必要がある。
腎脾間膜エントラップメントの内科療法
　手術適応症だが内科療法で治る場合もある。通常
の鎮痛薬と補液療法に加えて、フェニレフリン投与
（3-6μg/kg/minを15分間）によって脾臓を収縮させ
た上で、調馬策運動を実施することでエントラップ
メントが解除するケースもある。同様にフェニレフ
リン投与後に全身麻酔下にてローリングによる解除
方法を推奨する人もいるが、今回の講師陣は一様に
ローリングに対して懐疑的であった。

輸液療法について
　輸液療法は疝痛治療において一般的に用いられて
いる。特に便秘疝、腸炎の治療においては重要な治
療法であり、それぞれの症例に対して適切な輸液療
法を選択することが求められる。

脱水の評価
　脱水の評価は適切な輸液を行うために極めて重要
である。現場では臨床症状及び臨床検査から脱水の
程度を正確に把握し、適切な量の輸液を行わなくて
はならない。臨床的な評価基準は以下の表のとおり
である。

　また、四肢の冷感や頻脈といった症状も脱水に
よる循環血流量の減少を表す重要なサインとなる。
脱水を示唆する検査項目として有用とされるのは
PCV、TP以外にも尿比重、乳酸値、血中クレアチ
ニン値が挙げられ、脱水によって循環血流量が減少
すると以下の表のような変化を示す。

経静脈輸液
　脱水及びそれに伴うショック症状が認められる症
例においては、直接循環血流量を増加させる経静脈
輸液を直ちに実施するべきである。カテーテル留置
が長期にわたり、頸静脈に静脈炎のリスクが考えら
れる場合には片側の頸静脈は使用せず、橈側皮静脈
あるいは外側胸静脈（下図参照）を用いる。

　HKJCにおいて、疝痛治療で主に用いられている
輸液製剤は以下のとおりである。
1）電解質溶液
生理食塩水（0.9%NaCl）、高張食塩水（7.0%NaCl）、
乳酸リンゲル液、ハルトマン氏液など
　高張食塩水は、細胞内液および間質液を引き込
むことで循環血流量を増加させる。投与量は2～
4ml/kgで、20～ 30分かけて投与する。高張食塩
水の投与後には、続いて10倍量のハルトマン氏液

脱水の程度

3～6％
7～9％
＞10％

ＣＲＴ

1～2秒
2～4秒
＞5秒

粘膜

やや湿潤
粘稠性あり
乾燥

ＰＣＶ

40～50％
50～65％
＞65％

ＴＰ

60～75
75～85
＞85

推定輸液量
（BW500kgとして）
15～30ℓ
35～45ℓ
＞50ℓ

テントテスト

2～3秒
3～5秒
＞5秒

尿比重
PCV
TP
乳酸値

クレアチニン

正常時
1.020～1.035
30～40％
50～72g/ℓ

0.2～0.7mmol/ℓ
80～160μmol/ℓ

脱水時
＞1.035
＞46％
＞75ｇ/ℓ
＞2mmol/ℓ
＞160μmol/ℓ

外側胸静脈にカテーテルを挿入
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の投与が必要である。

2）その他
デンプン製剤（HES、ヘスパンダー）、ゼラチン
製剤、血液、血漿など
　投与量は10ml/kg程度で、循環血流量の増加効
果は約36時間持続する。
　デンプン製剤は、高張食塩水（2～ 4ml/kg）と
ともに投与することで、急速かつ長期間に渡る血
液循環へのサポート効果が得られる。またエンド
トキセミアの影響を軽減すると考えられている。

・経腸輸液
　もう一つの輸液経路として経鼻カテーテルを用い
た経腸輸液がある。即効性という点では経静脈輸
液には劣るが、消化管の機能が正常であれば非常
に効果的である（胃からの逆流あるいは疼痛がみら
れたら直ちに投与中止。）投与するのは、淡水（ただ
の水）、等張食塩水（淡水に9g/ℓの割合で食塩を加
えたもの）、等張塩化ナトリウム＆塩化カリウム溶
液あるいは重曹であり、投与量は30分毎に6～ 8ℓ、
もしくは1時間毎に15～ 20ℓである。特に便秘疝の
治療等においては、頻回の大量投与が必要とされる
が、ウマに与えるストレスの大きさや人の労力を考
えると限界があるため、HKJCでは留置できる経鼻
カテーテルを用いて持続的に補液を行っていた（写
真参照）。投与量は2～ 5ℓ／時で、便秘が解消する
まで2、3日は入れっぱなしでも問題ないとのことで
あった。この方法を用いることで、経静脈輸液のた
めの留置針による静脈炎のリスクを軽減するメリッ
トもある。（HKJCで使用しているMila社製のカテー
テルは30米ドル程度で購入できる）。

外科的治療（消化管外科）について
　開腹手術における手術手技や判断は、術後の生存
率に影響を与える大きなファクターとなる。開腹手
術時のポイントや手術手技面の役立つ点などについ
て教わったことを以下に記す。
腹壁切開
・確実に白線を切開することが重要である。白線に
沿わずに筋層を切除すると、縫合時の強度にムラ
ができてしまうため、腹壁離開の原因となってし
まう。
・白線は、臍に近いほど太くわかりやすいため、切
開は尾側から頭側に向かって行う。白線の一箇所
を腹膜の手前まで切開し、切開した創に指を挿入
し、白線裏側に付着する脂肪組織を剥離させ、白
線の走行を確認しながら確実に白線を切り広げ
ていく。
・切開創は最初15㎝程度。その後必要に応じて切り
広げればよい。切開創が小さいにこしたことはな
いが、小さすぎると、探査の際に創縁と腸管が擦
れる原因となり腸管へのダメージとなる。
・腹膜の切開はメスなどで靭帯を切開する方法では
なく、指で靭帯ではない部分を裂いて開く。これ
は閉腹の際に腹膜を縫合していない手法をとっ
ているためである。
腹腔内探査
・腹腔内に手を挿入する際は減菌した直検手袋を
装着する（CMCなどを塗って滑りをよくすると良
い）。術衣の繊維でさえも腸管を傷つけてしまう
恐れがある。
・探査開始前に生食やCMCを5～ 10ℓほど腹腔内
に流し込むとガスを含む腸管が浮いてくるため、
探査しやすい。
・探査は、初めに盲腸を探し出し、盲腸を体外へ引
き出した後、背側盲腸ヒモから回腸を引き出し、小
腸の吻側方向へ進み十二指腸まで辿る。外側盲腸
ヒモから左背側結腸を探し出し、骨盤曲へと進む。
・腹腔内へ手を挿入し腸管を探し出す際には、手を
横に揺らしながら進めると腸間膜や腸管などに
指を引っ掛けてしまうことがない。
・腸管を持つ手は、比較的丈夫な腸ヒモ周囲を握っ
てなるべく面でつかむようにして、一ヶ所に強い

Mila製経腸輸液カテーテル挿入
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テンションをかけて腸管や腸間膜を破らないよ
うに気をつける。結腸は重みで破れやすいため基
本的には腕にかけて持ち上げる。

腸管の整復

空腸の切除
　壊死腸管から産生されたエンドトキシンは、術後
イレウスを引き起こすため、空腸の切除時になるべ
く壊死腸管内の内容物を排除する。方法は以下の2
通りある。
　A）
・壊死腸管の吻側と尾側を鉗子ではさみ、消化
管内容を壊死領域にとどめる。

・壊死部遠位～盲腸までの（正常腸管）内容物を
盲腸内へ送り込む。
・壊死腸管の尾側で切除し、切除した断端を術
野外へたらし、壊死腸管内の内容物を排除
する。

・壊死腸管の吻側を切除し、断端同士を吻合する。

　B）
・切除する範囲が決定したら腸間膜の切開を行う。
・腸間膜が切除されたら壊死腸管領域を術野の
なるべく外に引き出す。
・腸間膜の反対側を小切開し、内容物を排除する。
・壊死腸管を切除し、断端同士を吻合する。

　壊死腸管を切除する際は、吻合部の管腔を維持す
るために管腔の長軸に対して45°～ 60°の角度をつ
けて切断する。しかし管腔の広さを重視しすぎると
吻合部が急カーブとなってしまい逆に通過障害の原
因となるため注意が必要である。また腸内容の流出
を防ぐ方法として、ペンローズドレーンを使用する
方法がある。切除する部位から15～ 20㎝の部位の
腸間膜を小さく切開し、ペンローズドレーンを腸管
に巻きつける方法で、腸鉗子とは異なり腸管の取り
扱い時に外れてしまうことも無く、確実に流出を防
止できるとのことであった。

　切除する腸管が長い場合には、Bの方法が適して
いるが、大きく引き出すことができないため術野の
汚染に気をつけなければならない。

■網嚢孔ヘルニア

陥入した小腸

左側→右側への陥入するケースが多い。

両手を腹腔内へ入れ、陥入の前後に手を添え少しずつ水平方向へ押し
ながら整復する。引き出せない場合は、健常な空腸をヘルニア部へ少
し押し出すことで拡張した腸管が減圧されるので引き抜くことができ
るようになる。

■結腸の左背方変位

左側結腸が腎脾間膜にエントラップ

フェニレフリン投与で脾臓を収縮させてからエントラップを解除する。

再発防止のコロペクシーは、腸管破裂の危険性もあり賛否両論

■結腸の右背方変位

一般的 まれなケース

手術時、取り出した骨盤曲が反時計回りに捻れていることが多い。

盲腸を巻き込んでいると、整復が難しいケースがある。

■大結腸捻転

右側結腸が尾側から見て時計回りに捻転 骨盤曲は尾側から見て反時計回りに捻転

整復は、骨盤曲を取り出して捻れを戻す。ほとんどのケースでは骨
盤曲が反時計回りに捻れていることが多いので、捻れの方向がわか
らない場合は時計回りにねじってみると良い。

テンションがかかって腹腔外へ出せない場合には、腹腔内の頭側に
腸管をもどし、腹腔内で捻れを戻す作業を行う。
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腸管生存性の判断（切り取るべきか切り取らざるべ
きか）

　①Patchiness：腸管漿膜面のまだら感
　②Color：漿膜面の色
　③Motility：腸管の運動性
　④Wall Thickness：腸管壁の厚さ
　⑤Confi guration：腸管の形状
　上記の5項目を指標として、切除するか否かを決
定しているが、小腸の色が黒くなっていても、前後
の腸管が正常なら案外大丈夫であることが多い。手
術に踏み切る判断が早くなれば、腸管を切除するこ
とは少なくなる。目安としての指標はあるが、最終
的には術者の目と感覚で切除するかどうかの判断を
する。

大腸（結腸）の切除
　大腸においても腸管のダメージが著しい場合には、
切除が必要となるが、急性期に開腹手術となるケー
スの場合のほとんどは、切除せずに予後が良いこと
が多い。発酵や栄養吸収を担う大腸を切除した後の
体重減少や発育不良などの影響を考えると、まずは
切除せずにトライしてみて、それでダメであれば再
手術によって切除を検討する。
端々吻合
　・腸間膜の縫合
　腸間膜を切除する際、腸間膜の血管を2重結紮
した軸側（腸間膜根部に近い方）に下図のように縫

合糸を通し、腸管膜をカーテンのように縫い縮め
ておく。こうすることで腸管を誤ってねじれた状
態で縫合することを防ぐことができ、また腸間膜
を縫い損なって裂孔を形成することが無い。

　・端々吻合の縫合
　縫合法は様々で、腸管の両端にステイスー
チャーを使用する方法や腸鉗子を使用せずに助
手に腸管を持たせた状態で縫合する方法などが
ある。Dr. Tim Mairは、粘膜は縫合せず、筋層
＋漿膜の1層のみで縫合を行い、Dr. Tim Greetは、
①粘膜縫合・②筋層＋漿膜の2層で縫合を行って
いる。内反縫合は、Lembert縫合・Cushing縫合
のどちらでも問題ない。
側々吻合
　回腸と盲腸の側々吻合は、回盲部の重積や回腸肥
厚などの回腸末端部に異常がある場合に適応する方
法である。障害のある回腸を切除せずにそのまま盲
腸へバイパスするため、術後に悪影響が出る可能性
もある。
結腸洗浄
・骨盤曲の洗浄は、術後のエンドトキシンの影響を
減少させ、整復時には整復よりも先に洗浄を実施
し、空にすることで整復が容易となることが多い。
・右腹側結腸のように腹腔外に出せない部分の便秘
は、骨盤曲からホースで水を入れて揉みほぐし、
軟らかくして外に出す作業を繰り返し行う。
・小結腸のしつこい便秘（砂疝など）では、手術中に
肛門からホースを差込んで水を入れる方法も有効。
・盲腸便秘の場合、盲腸尖のヒモとヒモの中央を15㎝
くらい切開し、水は入れずに盲腸底に手を突っ込
み、内容物を掻きだす。盲腸はすべてを引き出せ
ないため術野の汚染には十分に気をつける。切開
創周囲に穴あきドレープをカーテン状に腸管に
縫い付けて実施してもよい。
閉腹
・腸管を腹腔内に収容する際は、右側結腸→横隔曲
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→骨盤曲の順に押し込み、左側結腸が捻じれてい
ないかを確認した後、全体を収容する。最後に盲
結腸ヒダに異常なテンションが無いことを確認
することが重要。

腹壁の縫合
　腹膜を縫合すると皮下脂肪組織が創縁に入り込み
創の癒合に影響するため縫合しない。脆く裂けやす
い腹膜は縫合してもしなくても、大きな違いはない。
縫合は連続縫合で、いずれの講師もPDSなどのモノ
フィラメントの縫合糸ではなく、バイクリルを使用
していた。また縫合は必ず切開創の両サイドから始
めて、中央付近で二つの縫合糸を結紮する。1つの
単純連続縫合を結紮すると結紮性が弱く、創離開の
原因となることがある。

術後管理と合併症について
　術後管理について
　術後管理においては、以下のポイントに留意して
行うことが重要である。

　①術後のケア
　②一般状態の維持
　③疼痛管理
　④静脈カテーテルの管理
　⑤術創の管理
　⑥栄養管理
　⑦運動の開始
　①術後のケア

　全身麻酔からの回復時に術創の離開などのトラ
ブルが多いため、細心の注意を図る必要がある。

HKJCでは排尿により床が滑りやすくなること、ま
た、尿が膀胱を圧迫して覚醒が早くなってしまう可
能性を考慮して覚醒室においても尿道カテーテルの
挿入を継続している。起立後のモニタリングは疼痛、
脱水、エンドトキセミア、イレウス、胃内容の逆流、
静脈カテーテルの状態に注意しつつ頻繁に行い（1時
間から3時間毎）、詳しく記録する。

一般状態の管理
　馬の様子、疼痛の兆候、体温、心拍数、呼吸数、
粘膜色、CRT、排糞、腸蠕動、術創の状態、カテー
テルを挿入している静脈の状態、輸液の流量、投薬、
PCVおよび血漿タンパクの測定（12時間毎）、疼痛の
兆候やイレウスの可能性がある場合は2時間毎の経
鼻胃カテーテルの通過確認を行う。術後は持続輸液
を継続し、必要に応じて電解質（Ca、K、Cl）および
グルコースの補正を実施し、徐々に少量の経口投与
に変更していく。少なくとも自発的な飲水が見られ
るまでは輸液を継続する。
・疼痛管理
　最小限のNSAIDsを投与する。エンドトキセミ
ア予防効果のあるフルニキシンメグルミン1日1回
1.1mg/kgを投与し、その後必要があれば低容量の
頻回投与を継続する（0.25mg/kg/8-12hours）。また、
必要に応じて腸管運動促進効果のあるリドカイン
1.3mg/kgのボーラス投与（15分以上かけて）に続い
て0.05mg/kg/minの持続投与も行う。基本的には、
イレウスが改善されていなければ使用を継続し、異
常行動などの副作用が見られたときだけ一旦投与を
中止する。講師の中には、リドカインを３日間投与
してイレウスの改善が認められなければ再手術を検
討するという意見もあった。さらに、疼痛の程度の
よってはブトルファノールなどのオピオイドを追加
する。周術期の抗生物質の投与はペニシリンおよび
アミノグリコシド系（ゲンタマイシン）を術前から投
与する。大結腸捻転では特に術後の管理が重要であ
り、術後の状態に合わせて下記の薬剤を組み合わせ
て用いる。
・リドカイン
　1.3mg/kgボーラス投与（15分間以上かけて）＋
0.05mg/kg/min持続投与
・メトクロプラミド

①

②

④

③
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　0.1mg/kg qid（1000mlの生食に混入し、静脈点滴
または皮下注射）
・エリスロマイシン
　2mg/kg qid（500mlの生食に混入し、5分以上か
けて投与）
・ヘタスターチ〔ヘスパンダー〕10mg/kg
・ポリミキシンB 3000u/kg bid（5％ブドウ糖に混
入し、30分かけて投与）
・高免疫血漿 ～ 3ℓ/500kg
・ダルテパリン（低分子量ヘパリン薬） 50iu/kg sid
（皮下注射3日間）
・アスピリン 4mg/kg（静脈投与）18mg/kg（経口
投与）2日に1回
・電解質（補正の必要に応じて）
静脈カテーテルの管理
　ポリウレタン製のものを用い、無菌的に操作し、
よくモニタリングする。血液炎症マーカー（SAA）
を指標にし、静脈炎の兆候がみられれば直ちにカ
テーテルを抜去し、エコー検査により血管の状態を
評価する。
術創の管理
　腹部の包帯（ベリーバンテージまたはベリーラッ
プ）は術創を保護し、局所の浮腫を抑え術創の合併
症のリスクを下
げる。通気性の
確保が重要であ
り、浸出が多い
場合は頻繁に交
換しなければな
らない。
栄養管理
　術後に与える内容は少量の水、少量の牧草、よく
ふやかしたマッシュの順番が推奨される。イレウ
スを起こすリスクが低い場合（単純な変位の整復な
ど）は、全身麻酔から覚醒後2時間以内に少量の水を
与え、イレウスを起こす兆候がなければ6時間後か
ら自由飲水とする。6時間後から少量の牧草を1時間
おきに与え、12時間後に少量のよくふやかしたマッ
シュを与える。また病態別の給餌開始のタイミング
は以下のとおりである。
　・単純な変位のみ…数時間以内
　・閉塞がみられた場合…24－36時間後

　・絞扼がみられた場合…24時間以降でイレウスの
リスクを回避してから。イレウスを起こすリス
クが高い場合は少なくとも36時間以降で、最初
はごく少量の水とともに牧草を与える。

運動の開始
　散歩程度の短時間の曳き運動は手術翌日から実施
し、徐々に運動時間を延ばしていく。騎乗調教はヘ
ルニア形成および腸管脱出のリスクを考えて最低で
も手術から2ヶ月程度あけて開始する。

術後の合併症
【術後早期】
　エンドトキセミア
　腸管の絞扼がみられた場合は発症のリスクが
高い。循環状態の維持、電解質の補正を行うこと
が重要であり、フルニキシンメグルミンの投与、
抗エンドトキシン抗生物質（ポリミキシンＢ）およ
びフリーラジカル捕捉剤であるDMSO 20mg/kg 
iv bid 10％溶液の投与が治療としてあげられる。
しかし、ポリミキシンＢは予防には有効であるが
治療効果はほとんどないとの意見や、DMSOの有
効性に関しては懐疑的な意見も少なからずある。
また、ペントキシフィリン（7.5mg/kg p.o. bid）も
用いられることがある。この物質はエンドトキシ
ン合成を減少させるといわれているほか、赤血球
の変形能を高め、血液粘土、血小板凝集および血
栓形成を減少させることで、局所血流障害に対抗
する。
　疝痛の再発
　再発の原因としては持続的な腸管の虚血状態、
腸管の切開および吻合部の閉塞、術後のイレウ
ス、腹膜炎、結腸便秘、二次的な重積、捻転およ
び管腔内または腸間膜からの出血が考えられる。
イレウスの場合、腸管の蠕動が廃絶し、小腸およ
び胃に内容が蓄積して拡張し疼痛を示すことか
ら２時間毎の胃の減圧が重要である。術後であっ
ても腸蠕動を認めない場合には、胃カテーテルの
留置が必要である。治療としては疼痛管理、電解
質の補正、腸管運動促進のためのリドカインの持
続投与を行う。
　血栓性静脈炎
　開腹手術後に静脈炎を発症するリスクは高い
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ので、エコー検査により静脈全体をモニタリング
する。もし、カテーテルを抜去した際にカテーテ
ルが折れ曲がっていたら中で栓塞している可能
性があるため注意が必要である。静脈炎の治療と
しては、患部への温湿布での圧迫、DMSOの局所
塗布、NSAIDsの全身投与、抗生剤、アスピリン
またはヘパリンの投与が行われる。両側の頚部静
脈炎を発症すると「エレファントヘッド」の状態と
なり、呼吸困難や嚥下障害を引き起こし死に至る
可能性もあるため、静脈カテーテルを入れかえる
場合は反対側の頚静脈は温存し、外側胸静脈また
は橈側皮静脈に留置する。
　術創のトラブル
　約27%の割合で術創に何らかの問題が発生する
との報告がある。また、術創の感染は7.4%～ 37%
で発生するとされている。術創からの出血、腹水
の滲出、創部の腫脹、感染、内臓の脱出、ヘルニ
ア形成などがあげられる。手術直後の切開創から
の出血は一般的であるものの、エンドトキセミア
の兆候がある場合、術創からの出血が続くことが
ある。浸出が続く場合は、皮下腹壁の縫合糸が原
因となっている可能性が高い。腹水の浸出は一層
深刻で、術創の離開の重要な前兆であるほか、腸
管の機能不全、腹膜炎を疑う必要がある。腹壁の
部分的離開から起こる術創ヘルニアは長期的な
合併症となるため、全身麻酔からの覚醒時には細
心の注意を払わなければならない。
　感染は腸切開および腸切除後に発症しやすく、
術創周囲の軟部組織の過度の腫脹、圧痛、化膿性
の浸出は感染の兆候である。このような場合はエ
コー検査で腹部の評価を行うべきである。部分的
に縫合を解除し、ドレーンを装着し、希釈したク
ロルヘキシジン溶液で創の洗浄を少なくとも1日2
回行う。また、細菌の培養を行い、感受性のある
抗生物質の投与を行う。感染は創の離開およびヘ
ルニア形成のリスクを大きく上げる。
　術創ヘルニアのリスクファクターには高齢、体
重、術創の大きさ、栄養状態、術後の疼痛、イレ
ウス、腹部の膨満、再度の開腹、術創からの浸出
（腹水または化膿性の浸出）、過度の浮腫、早期の
過度の運動、外科手技のミスがあげられる。大腸
が最も一般的であり、術創の感染によってもリス

クが上がる。多くのケースでは保存療法で回復す
るが、エコー検査で皮膚と腸管の間の組織の厚み
を観察し、典型的なヘルニアリングや皮膚のみで
内臓を支えている所見が観察された場合には再
手術が必要である。ただし、即座に手術するわけ
ではなく、手術のタイミングとしてはヘルニア縁
が十分な強度をもつ術後２ヶ月頃が適当である。
術創が離開し、腸管の脱出を認めるような症例
は、再手術を実施する。手術時は腸管の整復前に
腸管内の減圧を徹底的に実施すべきである。一方、
写真左のような術後8日目に起こった比較的重度
な術創の離開でも即座に再手術を実施する必要
はなく、ベリーバンテージを用いた管理でヘルニ
アを形成することなく治癒した。ベリーバンテー
ジはステントバンテージと比較して清潔なもの
に適宜交換できる利点が大きい。（ステントバン
テージについては後述。右写真の白色組織は壊死
した白線組織でステントバンテージではない）こ
の症例についてもベリーバンテージによる管理
でヘルニアに至らずに治癒した。

　もし、縫合のみで術創を閉腹できない、もしく
は内臓を支えられない場合にはポリプロピレン
製またはプラスチック製のメッシュを挿入する
必要がある。ただし、メッシュの挿入に際して
も術創に対して均等に入れなければならないが、
すべって偏りが出やすいなど問題はある。また、
メッシュ感染は非常に深刻な問題となる。その場
合除去が必要となるが、除去するのは非常に困難
な作業である。
　切開創のトラブルを減少させるためには、切開
創はなるべく小さく、白線でしっかり切開し、汚
染しないことが重要である。再開腹手術や術創が
大きい時以外は、縫合を必要とし、皮下組織、皮
膚の脆弱化および感染を誘発する可能性のある
ステントバンテージは用いない。
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【ステントバンテージ】

　急性腸炎
　病態のストレス、輸送、手術、腸管内pHの異
常および抗生物質投与による微生物叢の変化が
原因となる。開腹手術後は院内感染が起こりや
すい。Salmonella spp.またはClostridium diffi  cile
が原因菌であることが多い。輸液療法、NSAIDs、
整腸剤、抗生物質による治療を行い、高免疫血漿
の静脈内投与も有効である。
　ミオパチーおよびニューロパチー
　手術台における正しい馬の姿勢、素早い外科処
置、全身麻酔中の血圧の維持が重要である。覚醒
期およびその数時間以内に兆候がみられる。肢部
の機能欠如、筋肉の腫脹、疼痛、ミオグロビン血
症、CK（およびAST）値の増加を認める。軽度の
場合は鎮静剤、輸液、NSAIDsの投与で回復する
が、重度で起立できないような場合の予後は悪い。
　蹄葉炎
　エンドトキセミアに続発して発症するリスク
が高いため、迅速な対応が必要である。

【術後中期～長期の合併症】
　腸管吻合部の閉塞または腸管の癒着の報告が最も
多い。癒着は無症状であることが一般的で、術後
の疝痛が癒着の影響である可能性は高いと考えられ
る。癒着により腸管の閉塞や絞扼を認める場合は重
篤であるが、術後の疝痛で時間とともに良化する場
合、疝痛の原因は癒着によるものであるかもしれな
い。癒着の症状を認めるのは一般的に術後から6ヶ
月の間である。癒着により腸管は「ball of wool」状の
形状となり外科処置により整復することはほぼ不可
能であるために予防が重要である。
　癒着の防止策としては、以下のことがあげられる。
腸管のダメージが少ない間に開腹し、腸管の切除部
位をなるべく小さくすること、腹腔内へのCMCの
投与により漿膜を保護すること、腸管の切除部およ
び吻合部の衛生状態に細心の注意を図ることである。

また、腹腔内への抗生剤およびヘパリンの投与が推
奨されるとのことである。腸管の切除および吻合を
行った際には、術後のNSAIDsおよび抗生剤の投与
に加えてリドカインの投与を行うべきである。
　体重の減少およびコンディションの低下は、腹膜
炎、腸炎、その他の感染、疝痛の再発などの術後合
併症に続発することがある。また、広範囲の大腸も
しくは小腸の切除もこの原因となる。
　感染性の腹膜炎の原因は、主に壊死した腸管、腸
管の切開または切除および術創の問題である。腸
管吻合部からの内容物の漏出は滅多に見られないが、
起こると致死的となる。これ以外が原因である場合
は、多くが内科療法で良化する。再度の開腹が必要
である場合は、腹腔洗浄、腹膜のデブリードメント、
腹腔内ドレーンの装着を行う。
　腹膜炎のリスクを下げるためには、拡張した腸管
を早期に減圧し、腸管を注意深く扱い、切除および
吻合を丁寧かつ清潔に行い、腹腔内の洗浄をしっか
りと行う必要がある。術後は抗生剤およびNSAIDs
を投与し、胃腸管の運動機能をなるべく早く回復さ
せる。

腹腔鏡について
　鎮静下で立位にて行う腹腔鏡手術としては卵巣摘
出が最も多く、その他では診断目的やバイオプシー、
腹腔内停滞精巣の摘出、鼠径ヘルニアの整復および
腎脾間膜エントラップメントを発症した症例の腎脾
間スペースの縫合（再発しやすいため）などを実施し
ている。仰臥位での開腹手術時には視認することの
できない腹腔背側領域を確認でき、腎脾間スペース
の状態やエントラップメント、直腸や一部の腸管の
損傷などの診断を行うことができるが、疝痛症状
が強い場合は、立位での腹腔鏡検査は難しい。ま
た、開腹手術後に発生した腹腔内の癒着を剥離する
ことは困難とのことであった。一方、全身麻酔下で
の腹腔鏡は膀胱結石の摘出手術や開腹手術時の補助
として使用する。この場合、視野を確保するため
にTrendelenberg position（頭部に対して骨盤部が
30度上がった状態の仰臥位）にしなければならない。
その他、腹腔鏡の手順や器具について印象に残った
点を以下に記す。
LigaSureTM：血管シーリング装置。血管をシールし
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た上でその中央部を切断する。直径7㎜程度の血管
であれば、挟んで止血できる。腹腔鏡では去勢など
で使用するとのことであったが、血管のシールおよ
び切断があっという間にしかも破綻することなくで

きるということで、開腹
手術においても腸間膜を

切除する際
に使用して
いるとのこ
とであった。

instruments drape：器材を置くための滑り止め
パッド。背中に配置すれば、器材を置くことができ、
作業がしやすくなる。

　立位での腹腔鏡の手順でのポイントとしては、絶
食は胃と腸管が空になるまで行うが、最長でも48時
間とのこと。また、スクラブや局所麻酔、ドレーピ
ングの後でも分かるように、切皮予定部位はステー
プラーで目印をつけていた。またドレープは枠馬ご
と馬体全体を覆うが、馬の後肢が見えるように、長
い場合は下の方を切る。これは、術中には馬が両後
肢に均等に体重を乗せていることが重要であるため、
両後肢の着地状態を確認できるようにするためとの
ことであった。

　CO2での気腹は10㎜Hg以下で行う。切除術、摘
出術などを行った際は、閉腹時に腹腔をベンジル
ペニシリン（crystapen）液で洗浄する。術後管理で

は、NSAIDsと抗生剤（ペニシリンまたはGMまたは
Cobactan（cefquinome：第4世代セフェム））を5日間
投与する。

総括
　今回参加したEquine colic and abdominal surgery 
symposiumは、アジア地域の馬獣医師を対象とした
疝痛に関するシンポジウムということで、中国、台
湾、マレーシア、タイ、フィリピン、インド、オー
ストラリアなど様々な国から多数の（50名以上、ウ
エットラボは32名）の参加者が集い、大変活気あふ
れる研修であった。参加者は、学生・レジデントか
ら開業医・大学教授まで、その臨床レベルは多岐に
わたっていたが、皆一様に熱意を持って研修に参加
していたのが印象的であった。日本の競馬産業の規
模や成熟度は他のアジア諸国とは一線を画しており、
その点については他国の参加者から羨む声も聞かれ
たが、そのようないわば競馬後進国の獣医師と比べ
ても我々の診療レベルはまだまだ足りない部分があ
ることを感じさせられる場面も多くあった。研修の
内容は概ね基礎的なもので、我々にとっては既知の
情報も多かったが、その中でも我々が取り入れてい
ないものや改良の余地がある点について知ることが
でき、またこれまでの考えを覆されるようなことも
少なからずあった。もちろん新しい技術や手技のコ
ツ、我々が経験したことのない症例への対応などに
ついて知ることができたことは言うまでもなく有意
義な体験であった。海外におけるこのような研修は、
経験豊かな講師陣が試行錯誤を積み重ねて培ってき
た知識・技術を吸収できる絶好の機会であり、診療
に関する日頃の疑問や悩み、迷いといったものを解
消し、我々の診療レベルを飛躍的に向上させる強い
きっかけを与えてくれる。今後もこのような機会が
あれば積極的に参加し、JRA獣医師の、ひいては日
本の馬獣医療のレベルアップにつなげることができ
るよう、日々研鑽に努めたいと思う。
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海 外 報 告

第５回ウエストコースト馬繁殖シンポジウムに参加して
第３報

日高育成牧場　生産育成研究室　村瀬晴崇・南保泰雄

はじめに
　本稿ではVol.50、No.1、No.3に続き、2012年11月
27－29日にかけて行われた第5回ウエストコースト
馬繁殖シンポジウム（カリフォルニア州ブエルトン）
に参加した際の内容について紹介する。
　本シンポジウムは、アメリカの著名な研究者らが
講師を務め、2日間の講義および実馬を使った実習
を行うセミナーである。講習は「非妊娠馬」「妊娠馬」

「種牡馬」「子馬」の4つのセッションに分けて行われ
た。本稿では、2日目に行われた「子馬」のセッショ
ンの講演内容について記す。

【FOAL SESSION】
①新生子不適応症候群
　John Madigan（カリフォルニア大学）
②牧場現場における新生子ケアの核心
　John Madigan（カリフォルニア大学）
③子馬の肢疾患に対する管理
　Mark Rick（Alamo Pintado Equine Medical 

Center）

①新生子不適応症候群
John Madigan（カリフォルニア大学）

　 新 生 子 不 適 応 症 候 群Neonatal maladjustment 
syndrome（以下NMS）とはダミーフォールDummy 
Foals、ライオン病Barkers、Wanderers、周産期仮
死症候群Perinatal Asphyxia Syndrome、低酸素虚
血性脳症Hypoxic Ischemic Encephalopathyなどと呼
ばれる新生子馬の症候群に対する新しい呼称である。
　新生子は出生とともに子宮内から子宮外へ環境変
化に適応するため、循環器、呼吸器、消化器、腎

臓、体温調節、栄養、運動、精神などあらゆる面に
おいて変化が要求される。新生子馬は母馬の子宮内、
分娩中また分娩後に酸素欠乏により仮死状態となり
うる。その詳細な機序は酸素欠乏による嫌気代謝の
亢進、ATPの枯渇、乳酸の蓄積、膜ポンプの破綻、
Na・Ca・水分の細胞内蓄積、膜脱分極、グルタミ
ン酸放出性の興奮などが起こり、さらなるCaの細
胞内流入、遊離脂肪酸の代謝亢進、膜リン脂質の代
謝亢進、脂質過酸化、NO合成などが生じ、それら
の複合的な要因の結果、さまざまな組織の細胞死に
至る。脳への障害はこれらの反応開始後6－48時間
で生じる。
　低酸素を生じる原因は大きく分娩前の要因（胎盤
疾患、母親の疾患、分娩中の早期胎盤剥離、難産、
帝王切開など）と分娩後の要因（胎子未熟性、横臥位、
敗血症、貧血、呼吸器疾患、肺高血圧、気道閉塞な
ど）に分けることができる。さらに臨床的には分娩
直後から異常を示す場合と分娩直後は正常で48時間
以内に異常を示す場合の2つに大別される。NMSは
中枢神経系以外の臓器に対しても低酸素障害を引き
起こし、以下のような症状を呈す。
・行動異常（吸飲反射消失、舌巻きtongue curl消失、
筋協調性消失、乳房に向かえない、無目的歩行、母
馬への親近感喪失、異常発声、発作）
・反応性の異常（知覚過敏、異常興奮、反応性低下、

嗜睡、無反応）
・筋緊張（低緊張、伸筋緊張、神経性筋緊張）
・脳幹障害（体温調節能の喪失、虚弱、瞳孔不同）
・呼吸器障害（過呼吸、無呼吸、失調性呼吸、低換気、

肺高血圧）
・腎障害（乏尿、BUN/Creの上昇、浮腫、体重増加）
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・消化管障害（運動性低下、疝痛、異常膨張、初乳
吸収不全、細菌侵入、嚥下障害）

　治療の概要は、脳浮腫の減少・脳・組織循環の改
善・発作の調節・吸乳補助・栄養的支援・敗血症の
予防及び治療である。体液バランスの補正において
は脳・腎への循環維持が重要であるが、脳浮腫の
危険性があるため過剰投与に気をつける必要があ
る。血圧や代謝・電解質をモニタリングし、補正す
る。脳浮腫に対してはマンニトール0.5-1.0g/kg IV 
20% q12hやDMSO 0.5-1g/kg IV 10% q 12-24hを用い、
抗酸化、膜安定性を目的としてビタミンC、Eや硫
酸マグネシウムが使用される。発作に対しては緊
急用としてジアゼパム0.1-0.5mg/kg IVやα2作動薬、
長時間作用薬としてフェノバルビタール2-10mg/kg 
IV、ジアゼパム・ミタゾラム持続投与、フェニト
イン、臭化カリウムなどを用いる。呼吸器に対して
は経鼻酸素、胸骨位の確保、血ガスモニタ、間歇的
陽圧換気、カフェイン10mg/kg PO then 2.5mg/kg 
PO SID、ドキサプラム0.01-0.05mg/kg IV 持続投与
などが行われる。腎障害に対しては循環血液量、排
尿量および浮腫の管理を目的としてフロセミド、ド
ブタミンを投与する。神経性膀胱麻痺から膀胱破裂
になる危険性もあるため、膀胱の大きさ及び排尿量
を詳細に監視し、必要であれば尿カテーテルを留置
する。消化管障害に対しては経腸輸液（5-10%BW/
day）、胃潰瘍の予防（スクラルファート、オメプ
ラゾール、パントプラゾール）、経静脈栄養投与
を行う。低体温症に対しては100F（37.8℃）になる
よう、徐々に温める。しかし、近年はpermissive 
hypothermia（低体温の許容）という考えがヒト医
療において浸透しており、軽度であれば代謝を減少
させることで適応されうる。そのため、保温よりも
先にグルコース、循環、酸素の補正を優先するべき
とされている。抗生物質はセフチオフル 10mg/kg 
IV q12h、アンピシリン22mg/kg IV q6h+アミカシ
ン21mg/kg IV q24hが推奨され、必要に応じて血漿
輸液、角膜潰瘍予防、吸乳補助を行う。
　予後が悪い要因としては複数臓器の障害、敗血症、
無尿症、難治性発作refractory seizuresが挙げられ
るが、早期に診断・治療できた症例では80%の治癒
率であり、早期であるほど治癒率が高く治療費も抑
えられる。

　しかしながら、なぜ低酸素性虚血性脳症HIEの子
馬の多くは神経症状が一時的なのか？なぜ特別な治
療なしで回復する子馬もいるのか？なぜ多くの子馬
は明らかな低酸素症状を示さずに悪化するのか？な
どの疑問は明らかにされていない。ここで演者は新
しい視点から本疾病を考察するため、「NMS子馬は
プロゲスチン濃度が高い」という報告、「子宮外環境
への準備ができていないのではないか？」という疑
問、さらには近年の報告「プロゲスチンはGABAAレ
セプターを介して脳に作用する」、「このようなステ
ロイドが高濃度では鎮静、催眠、麻酔誘導作用があ
る」に着目した。
　コルチゾールは組織の最終成熟や分娩の開始に重
要な役割を担っており、多くの哺乳動物の胎子では
出産2週間前から上昇するが、ウマでは48－72時間
前まで上昇が認められない。つまり、新生子馬が子
宮外環境へ正常に適応するためには、出産の直前に
プレグネノロン（P5）およびプロゲスタゲン濃度が
低下し、視床下部－下垂体－副腎軸（HPA軸）が成
熟、コルチゾールが組織の最終成熟及び分娩開始を
誘導する。
　子馬は子宮内→外環境への適応のためには以下の
ような変化が要求される一方、NMSの病態は子宮
外環境への十分な適応ができず、「未だ子宮内環境

（分娩前の胎子の状態）にある」というのが演者の見
解である。
・CNS （抑制→反応性）
・呼吸器 （肺血管抵抗↑、無気肺→急速な肺拡張）
・循環器 （胎子循環→成熟した循環）
・消化器 （最小限の吸収→完全な消化）
・腎 （最小限の排泄→体液バランスの完全な

調節）
・筋骨格 （非歩行性→完全な歩行性）
・体温調節 （環境依存→自己調節）
・痛覚 （最小→正常）
　「胎子はなぜ子宮内で駈歩しないのか？」という
疑問に対して「胎子は子宮内で睡眠様状態である」、

「P5、アデノシン、プロスタグランジンD2などが胎
子を抑制状態にしている」、「分娩後の高プレグナン
環境が胎子環境への逆戻しを刺激しうる」と考えら
れている。演者は分娩直前に起こる胎子副腎皮質の
成熟が遅延することで、NMSの全ての臨床症状を
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示しうるのではないかと仮説をたてた。そこで実験
的に新生子馬にP5を投与したところ直後に倒れて
睡眠状態に入ることを確認した。
　ウシで有名なrope squeezeと言われる保定法があ
る。ロープを前胸部から腹部にかけて回し、圧迫す
ることで穏やかに横臥させるものだが、この手法を
新生子馬に用いても同様に睡眠状態を誘導できる。
演者らは脳波解析により、この状態はnon-REM睡
眠であり、血漿輸液をする際にもこの処置で安全に
保定できると推奨した。さらに、この状態は前述
の子宮内環境の状態と類似しているとし、実際の
NMS症例に対して本手技を用いて20分寝かせたと
ころ、覚醒した際にNMS症状が軽減した。これは
NMS子馬を一旦子宮内の状態に戻し、覚醒し直す
ことで、子宮外環境に対して改めて適切な変化を惹
起するというものである。
　演者の講義内容は多くの獣医師が漠然としか理解
していなかったNMSに対して、現在解明されうる
限りの学術的な解説が添えられ、さらに自身の斬新
な仮説と治療法が紹介された。当初「話が飛躍しす
ぎているのでは？」と懐疑的であったが、実際に以
下の論文が掲載または受理されている点や、何より
披露された動画には実際にNMSから回復する様子
が示されていたことは大きな衝撃であった。NMS
についてはさまざまな要因が複雑に関連しているこ
とが推察され、解明は困難であるものの、演者らの
研究グループは臨床的な治療を念頭に置いた積極的
な研究を行っており、今後の成果に期待したい。
Evaluation of squeeze-induced somnolence in 
neonatal foals. Am J Vet Res. 2012 73(12): 1881-1889
Abnormal plasma neuroactive progestagen 
derivatives in ill, neonatal foals presented to the 
neonatal intensive care unit. Equine Vet J. 2013 
45(6): 661-665
Allopregnanolone infusion induced neurobehavioural 
alterations in a neonatal foal: is this a clue to the 
pathogenesis of neonatal maladjustment syndrome? 
Equine Vet J Suppl. 2012 (41): 109-112

②牧場現場における新生子ケアの核心
John Madigan（カリフォルニア大学）

　欧米における新生子医療は近年急速に発展してい

る。1980年代には虚弱子馬に対する看護は哺乳瓶で
吸乳させているに過ぎなかったが、今日ではヒトと
同様に体中をチューブで繋がれるような看護を受け
ることができる。では、実際に牧場現場でどこまで
できるのであろうか？以下に具体的な疾病とその対
処法について記載する。なお、iTunesではこのよ
うな新生子馬の対処法についてまとめたアプリケー
ション「Foal CPR」が無料でダウンロードできる。
　低体温症：子馬は濡れていたり、冷たい床や壁に
接していたり、冷たい外気にさらされることで体熱
を喪失する。ゆっくりと数時間以上温めること、温
まるまでは過剰な給餌をしない。
　低血糖：子馬の疾患に共通する問題であるが、過
剰治療による高血糖に注意する必要がある。0.45％
食塩水+2.5％デキストロース、Plasmalyte56+2.5％
デキストロース 80ml/kg/day（維持量）。1リットル
あたり30分以上かけ、過剰投与を防ぐために20ml/
kg以上を投与する際には血糖値を再確認する。
　免疫機能が成馬より低く、好中球：リンパ球比
が2：1であることや、アルカリフォスファターゼ
の正常値が1000-2000IU/lであること、同じくGGT
が21-55IU/l、ビリルビンが2-4mg/dl、血清蛋白が
5.0-5.8mg/dlであるなどの点で成馬と異なる。また
抗生物質の代謝・排泄も成馬とは異なる。具体的に
は腎排泄性の薬物は成馬と同様であるが、肝臓代謝
は生後7-14日までは遅く、生後72時間未満のフルニ
キシンの投与量は1.5mg/kg SIDである。維持輸液
についてはNa排泄能が制限されるため、腎臓から
のNa、K排泄が誘導され低K血症になりやすい。補
正液としてはNormosol MやPlasmalyte56が適して
いる（Na 40 mEq/L、K 13mEq/L）。水過剰を避け
るための一般的な投与基準は80ml/kg/day IVであ
る。ヒト医療においてショックの際に推奨される
急速大量投与法として輸液負荷方法Fluid challenge 
methodが行われている。新生子馬においては30-60
分以上かけて20ml/kgの等質晶質液を静脈投与し、
その時点で循環状態を再評価し、必要に応じてこれ
を繰り返す。投与上限まで達しても改善しない場合
には昇圧剤を投与する。新生子馬に対する輸液量は
平均1Lである（成馬は10L）。
　輸液療法の目的には補充Replacementと維持
Maintenanceの2つがある。補充療法による投与量



（54） 馬の科学　vol.51（1）2014

は不足分を評価するのではなく、上述の輸液負荷
方法に基づいて実施する。投与量は精神状態（意識
レベルの上昇、蹴る）、排尿、心拍数の低下、粘膜
色およびCRTの良化、血圧の上昇（>60mmHg、成
馬は80mmHg）といった臨床上の反応から判断する。
一方、コロイド溶液（hetastarch、Hextend、血漿な
ど）による輸液負荷は血管内に留まりやすいため少
ない用量で済む（3-10ml/kg hetastach）。晶質液が
25%しか血管内に留まらないのに対し、コロイド溶
液は全量が血管に留まるため、低循環および低張性
の症例に対してはコロイド溶液の方が有効である。
　未成熟、NMS、膀胱破裂、重度の筋骨格系疾患、
難産などの要因によって敗血症やSIRS(Systemic 
Infl ammatory Response Syndrome)が起こる。さら
に1つ以上の臓器破綻が伴うとショックが生じ重篤
化する。新生子馬の主な感染源は腸管であり、初乳
を吸飲しないと腸管の閉鎖が遅れるため感染機会が
増してしまう。
　新生子馬の血中酸素濃度は体位に影響される。胸
骨位では90㎜Hg以上を維持できるが横臥位ではお
よそ50㎜Hgまで低下するため、胸骨位を維持する
ことが重要である。低酸素状態が続くと胎子循環に
戻ることにより心肺への不可逆的な損傷が生じうる。
　新生子馬では成馬と違い迅速な対応が必要であり、
特に感染に対しては早期診断が重要であり、そのた
め子馬だからと言って、抗生物質の使用を躊躇わな
いように注意すべきである。静観することは最小限
にし、何らかの処置を実施することが重要である。
新生子馬の異常については、各牧場で遭遇するケー
スが少ないため、どうしても「様子を見る」ことが増
えると思われるが、積極的に対処することが重要で
ある。そのためには、牧場スタッフに対しても専門
的な知識を与える機会が重要であると感じた。

③子馬の下肢部疾患の管理
Mark Rick（Alamo Pintado Equine Medical Center）
　新生子馬の下肢部疾患は大きく４つに分類される。

「未熟・形成不全」、「屈曲異常」、「肢軸異常」、「回
転異常」である。
　未熟性疾患は手根骨/足根骨、種子骨に好発し、
レントゲン上明らかに骨形成がされておらず、自身
の体重を支えることができない。そのため長期に及

ぶ介護が必要となる。起立し、徐々に運動できるよ
うになる際にはDyna-splintと呼ばれる角度調節式ス
プリントの使用が推奨される。
　屈曲異常は先天性、後天性に分けられ、ともに過
屈曲による拘縮contracturalと対照的に過伸展によ
る弛緩laxityがある。先天性では、球節の弛緩と手
根骨の拘縮が多い。軽度な先天性球節弛緩は、自然
に良化する。蹄尖部の濾削と蹄踵部のエクステン
ションは有効であり、運動制限が重要である。エク
ステンションの装着は、2週間までとする。先天性
球節拘縮には運動が有効であり、低用量のNSAIDs、
蹄尖部のエクステンション、オキシテトラサイクリ
ン3g IV in 500ml salineなどが有効である。手根部
の拘縮は、人間が伸展して真っ直ぐに伸びるような
例では予後が良い。重度では掌側手根屈筋の切除術
が必要となるが、それでもその予後は健常馬ほどに
は期待できない。後天性屈曲異常は臨床上、腱拘縮
contracted tendonsとも言われ、立った球節upright 
pastern、四角い蹄boxy foot、クラブフットclub 
foot、突球beyond verticalなどに分類される。多く
は生後6か月までにみられる。
　肢軸異常Angular Limb Deformity, ALDにはしば
しば軸回転axial rotationが伴う。骨はウォルフの法
則（負荷のかかり方に応じて発育、再構築する）に
従って、外反では外向、内反では内向となりやすい。
先天的なALDの原因は未成熟、形成不全、軟骨の
崩壊などであり、後天的にはDOD、成長板への外
傷などである。保存療法を判断する目安は肢軸15°
以下であり、運動制限、蹄管理、モニタリングを行
う。良化しない場合には3か月齢までに外科的な治
療を選択しなくてはならない。手術には成長板をま
たぐスクリュー法とスクリュー＆ワイヤー法がある。
重度のALDには早期に手術を試みるのが良い。
　講義中に紹介されたDyna-sprintは欧米では馬用
の製品が販売されている。ヒトの膝関節用として一
般的な同器具は子馬のさまざまな関節の支持ができ、
肢軸異常に対するスプリントとして非常に有用な製
品であるが、日本では一般的ではない。下肢部の異
常については、生産地で日常的な問題であり、国内
の講習会でも聞いたことのある内容であった。これ
らは全てのケースにおいて経過と状況が異なるため、
対処法およびその予後について評価することは難し
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く、装蹄師や獣医師の個々人によって見解が異なる
ことも多々ある。本講義においてもそれぞれの現象
と対処法について浅く説明したに過ぎず、欧米にお
いてもマニュアル化した対処法がないことが伺えた。

おわりに
　今回、ケンタッキー大学教授であるDr. Ballの紹
介でWCERSに参加できたことで、日本とアメリカ
における違いを目の当たりにすることができ、たい
へん有意義であった。本シンポジウムへの日本から
の参加は今回の我々が初めてである。AAEPと異な
り繁殖というテーマに限定されていることに加えて、
参加者と講師陣が3日間という長い時間を共有する
ことで深い理解、深いコミュニケーションを図るこ
とができた。具体的には、感染性胎盤炎の内分泌学

的機序や治療について世界的権威であるDr. Ousey
（Rossdale & Partners）やDr. Macpherson（University 
of Florida）に、アメリカでは珍しいと言われてい
る真菌性子宮内膜炎・胎盤炎についてDr. McCue

（Colorado State University）に意見をいただいたこ
と を は じ め、Dr. LeBlanc（Rood & Riddle）、Dr. 
Blanchard（Texas A&M University）といった著名
な研究者、臨床家とも意見交換することができた。
また、欧米では臨床と研究が密接に繋がっているこ
とを実感した。このことは、我が生産育成研究室と
して常に念頭におくべき姿勢であり、生産地疾病等
調査研究による生産地獣医師とのさまざまな共同調
査を通じて、引き続きその意識を高く持つことの重
要性を感じた。
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海 外 報 告

2013年度アメリカ獣医外科学会（ACVS）

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門　大動物外科学研究室　佐々木直樹

はじめに
　2013年度アメリカ獣医外科学会（ACVS2013）は、
サンアントニオのHenry B. Gonzalez Convention 
Centerで開催された。昨年度、シアトルで開催され
る予定であったACVS2012はハリケーンにより市街
が混乱状態となったため、開催2日前に急遽中止が
決定された。今年度は無事に開催できて、大会長の
Dr. Whiteもほっとした表情であった。サンアント
ニオは西部開拓時代の雰囲気と市街を流れる川辺に
彩られた店のデッキが美しい街として人気がある

（写真1）。本稿では、ACVS2013で発表された教育
講演、研究発表、腹腔鏡手術実習、AOVETのアッ
プデート情報について概要を紹介する。

アメリカ獣医外科学会（ACVS）の概要
　2013年度アメリカ獣医外科学会（ACVS2013）では、
小動物5会場、馬3会場、牛1会場、スペシャルセッ
ション3会場の計12会場で、教育口演200題（うち小
動物98題、馬67題、牛16題など）、研究発表87題（小
動物51題、馬32題、牛4題など）、ポスター発表50題、
専門医課程レジデントの発表30題、企業展示等が開

催された。年々、小動物分野の発表が多くなり、科
学的質が高くなってきているように感じられる（写
真2，3，4，5，6，7）。馬外科分野は、「創傷治療の
進歩」、「整形外科の困難な合併症」、「跛行診断と画
像診断の進歩」、「外傷」、「プアーパフォーマンスの
科学的背景」、「消化器外科の基礎と臨床の進歩」、「関
節再生医療」、「神経疾患」、「関節鏡の進歩」、「上部
呼吸器の進歩」、「麻酔」の分野に分かれて、各発表
がなされた。下記に注目すべき演題について紹介する。

写真1　サンアントニオの風景。サンアントニオ市
内のダウンタウンには川と散策路が整備されており、
沿道にはレストランやカフェのオープンテラスがあ
る。ボートで美しいサンアントニオの風景を眺める
ことができ、人気の観光スポットとなっている。

写真2　ACVS2013の学会会場。アメリカのサ
ンアントニオで開催された。

写真3　レジデントワークショップの様子。ACVS
の専門医課程の研修医（レジデント）は出席が義務付
けられている。ワークショップでは上部呼吸器、消
化器、整形外科、泌尿器について、基礎科学、病理
学、症例ディスカッション、画像診断の講義が行わ
れる。ワークショップは小動物と大動物に分かれて
開催し、卒後専門医として備えておくべき専門知識
について学ぶ機会となっている。
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1．立位での喉頭形成術
Rossignol、Ducharme et al.（USA、コーネル大学）
　従来、喉頭片麻痺の手術方法として行われてきた
喉頭形成術を立位鎮静下で実施した研究成績である。
デトミジンとブトルファノールを用いて鎮静後、頭
頸部を保定台にのせ、馬に目隠しを施す。術野を透
明シートでドレーピング後、ステイプラーで固定す
る。局所麻酔後、定法により喉頭形成術を行ったの
ち、内視鏡により左被裂軟骨の挙上具合を確認した。
手術時間は35 ～ 60分で、術後のパフォーマンスの
成績は従来法と同じであったが、術後合併症（咳、
誤嚥など）は減少した。立位で手術をすることの利
点として、左被裂軟骨の過剰な挙上を防ぐこと、麻
酔費用が低く抑えられること、手術室を持たない一
般の病院で実施できることが挙げられていた。現在、
馬の呼吸器外科の第一人者であるDr. Ducharmeの
ラボからの報告であり、今後の普及が期待された。

2．整形外科手術における術中ＣＴの利用
Richardson（USA、ペンシルバニア大学）

　第三指骨や舟嚢の骨折ではCTを利用することに
より、スクリュー固定の際にスクリューの方向を決
めやすくなる。特に第三指骨の骨折は、関節に及
んでいることが多く、形状も長骨と異なって複雑で
あるため、位置決めにはバリウムペーストでマーキ
ングすると画像を認識しやすくなる。スクリューの
長さは、CTで測定することにより、100％正確に計
測できる。また、CTを使うことでポジショニング
が正確になるので、Lag法で2本のスクリューを挿
入することが可能となる。飛節の中心足根骨の板状
骨折においても、底側で複雑な形状をしているの
で、レントゲンではどの方向にスクリューをいれる
べきか不明である。一方、CTでは、ステイプラー
でマーキングをして水平断層像で確認することによ
りベストなポジションを選択できる。第一指骨の
複骨折や第二指骨の骨折にもCTは有用である。Dr. 
Richardsonの使用しているCTは、移動式の比較的
小型のもので、主に腕節や飛節以下の四肢に利用さ
れている。CTは低侵襲で複骨折などの症例に対し
てスクリューの方向を決定するのに有用であり、普
及が期待された。

写真4　学会会場の様子。

写真5　ポスター会場の様子。優秀なポスターは
表彰される。2010年に来日したDr. Richardson
もポスター表彰の評価を行っていた。

写真6　企業展示の様子。手術器具が手頃な値段
で手に入る。

写真7　人員募集の掲示板。獣医師やテクニシャ
ンの募集が行われている。
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3．軟口蓋背方変位に対するTie Forward法、我々
はどこにいるか？

Ducharme（USA、コーネル大学）
　軟口蓋背方変位（DDSP）に対する手術方法として
Tie Forwardが用いられているが、現在どのような
問題があり、どう改善すべきなのかを725頭の手術
成績をもとに検討した。症例の内訳はサラブレッド
が34.51％、スタンダードブレッドが65％であった。
ダイナミックendoscopyで診断したものが40％、ト
レッドミルで診断したものが50％であった。DDSP
の内訳は、間欠的なものが678頭と多くを占め、慢
性的なものは30頭、低形成は17頭みられた。術後の
合併症は7.0％であり、その内訳として一番目に多
かった合併症は術中の出血（3.3％）であった。二番
目に多かった合併症は、術中の縫合の問題（1.8％）
であり、甲状軟骨を刺入することであった。甲状軟
骨を縫合した場合の症状は咳であり、縫合の失敗は
超音波にて確認することができる。この問題につい
ては刺入位置を前方へ変えることで改善された。三
番目に多かった合併症は術創の感染（0.6％）であり、
ドレインの装着と適切な抗生物質を選択することで
改善された。最後に、喉頭蓋の損傷はDDSPの要因
となるので、出来る限り強い侵襲を避けるようにす
る。喉頭蓋の腫瘤などを鉗子で除去すると、1 ヶ月
後には矮小化してDDSPになる。このため、ダイオー
ドレーザーなどで切開後にTie Forwardを行うよう
にする。Ducharmeのグループは、Tie Forward法
の縫合方法などについて改良を図っており、術後症
状ならびにプアーパフォーマンスのさらなる改善が
期待された。

4．足根骨間関節固定術
Zubrod（USA、テネシー大学）

　変形性関節症（OA）においては関節の可動により
疼痛が生じるため、その症状を改善するための手法
として関節固定が選択される。従来、足根骨間関節
固定術ではドリリング法が用いられてきたが、その
成功率は59 ～ 89％にとどまり、術後合併症として
感染、骨吸収、跛行の増悪が報告されている。この
ため、新しい関節固定の手法として用いられている
レーザー法とエチルアルコール法などを比較検討し
た。レーザー法は18ゲージ針を関節間へ挿入し、ダ

イオードレーザー（980nm, 600 micro fi ber, 15 wats, 
1200 joules per joint）で照射を行った。この手法で
は関節軟骨の破壊により軟骨下骨が露出増生して関
節が固定される。成功率は90％であり、テクニック
は容易であったが、術後合併症としてダイオード
レーザー照射ミスによる皮膚の壊死がみられた。エ
チルアルコール法は70％のエチルアルコール3mlを
関節面に注入する方法で、関節軟骨は急速に死滅
し、4ヶ月で関節が固定される。成功率は86％であっ
たが、重度の変形性関節症には応用が困難であっ
た。最近、MIAを注入する方法が検討されているが、
成功率は40 ～ 90％と一定しなかった。これまでの
ところ、術後レーザーとアルコール注入では概ね良
好な成績がみられているが、合併症を軽減する手法
の検討が必要と考えられた。

5．AO VETセミナー
Auer（スイス、チューリッヒ大学）

　AO財団はヒトと動物の外科スペシャリストの
世界的組織である。AOはAOTRUMA、AOCMF、
AOSPINE、AOVETで組織されている。AOVET
は、北アメリカとヨーロッパを中心にコースを開
催してきたが、近年世界的に動物の福祉に貢献
するため、ラテンアメリカ、アジアに展開を始
めた。日本にもAOVET　JAPANが設立されて
いる。2014年春にオンラインのガイドラインとし
て、AO Surgical Referenceの中にEquine modelsが
開発されて公開される予定である。ホームページ

（https://www.aofoundation.org）の「education」ペー
ジからAO Surgery Referenceへ移動すると、馬の
整形外科手術情報が記載されている（図1）。馬の骨
格標本から部位を選択すると、術前準備、アプロー
チ、詳細な術式、陥りやすい点など豊富な情報が掲
載されている。通常、手術を実施する場合のゴール
デンスタンダードは整形外科の教科書に記載されて
いるが、最新の技術情報は学術雑誌より得る必要が
ある。一方、学術雑誌は掲載量が限られるため、イ
ラストや写真などの画像情報が限定される。AO 
Surgery Referenceには、Equine Surgeryの著者Dr. 
Jörg Auerが最新のエビデンスに基づいた手術手技
をアップデートしているため、獣医師にとっては必
見といえる。現在、世界中の整形外科の学会が加入
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が、予後の良くない症例は関節鏡で靭帯の損傷が確
認された症例であった。本発表は臨床研究に属する
もので、大変興味深いと感じたが、Dr. Auerはバイ
オメカニカルの観点より解釈に誤りがあると厳しく
指摘しており、今後の同グループによる追試験の成
績を待ちたい。

7．立位下での膝関節鏡診断
Fuisbie（USA、コロラド大学）

　現在、関節鏡手術は全身麻酔下で実施されている
が、広く臨床応用することを目的として立位での膝
関節鏡診断を検討した。関節鏡はフレキシブル・ス
コープ（100㎜、18Ga Cannula）を用いた。後肢の蹄
を立たせた状態で保定し、デトミジンならびにブト
ルファノールによる鎮静疼痛管理下で実施した。術
者は椅子に座った状態で膝関節の外側よりスコープ
を挿入する。立位状態で関節軟骨、滑膜の状態を確
認することができた。現在、レントゲンや超音波で
不明な後肢の跛行には膝関節の関節鏡診断を実施し
て、滑膜や滑液包の損傷が発見されている。このよ
うな症例にたいして診断的に簡便で低侵襲な立位関
節鏡は有用と考えられる。今後、軟骨や滑膜のデブ
リットメントを目的とした、立位下での関節鏡手術
を検討していく予定である。フレキシブル・スコー
プを用いているためか、画面の視野は狭く暗い印象
を受けたが、機器の開発により手術への応用が期待
された。

8．空盲吻合術の考察
Freeman（USA、フロリダ大学）

　小腸の機械性イレウス（捻転、陥頓、絞扼など）で
は、壊死した小腸の除去が行われ、空腸－空腸端々
吻合もしくは空腸－盲腸側々吻合が選択されてい
る。しかし、術後のイレウスの発症率は、空腸－空
腸端々吻合では0％に対して、空腸－盲腸側々吻合
では20％である。また、空腸－盲腸側々吻合の術後
合併症の発生率は、手縫合（9％）に比較して自動吻
合器（60％）で高率となっている。同様に空腸－盲腸
側々吻合の術後イレウスの発生率は、手縫合（9％）
に比較して自動吻合器（40％）で高率となっている。
そこで、空腸－盲腸側々吻合では手技について、下
記のような改善点が考えられた。まず、小腸捻転な

している「Insight Orthopedics」のホームページ(iPad
用）にAOVETの委員が最新の教育ビデオを作成し
ているので、近日中に動画で最新手術手技を学習で
きるシステムが完成する予定である。すでにヒト用
の関節鏡手術などのビデオは無料で公開されている
ので興味のある方はご覧いただきたい。

6．大腿骨骨嚢胞治療の最新知見
Sarschi（USA、オハイオ州立大学）

　大腿骨内側顆の骨嚢胞は軟骨下骨の骨硬化と軟
骨の形成不全を伴い、加重により跛行を伴う疾患
である。1987年に関節鏡による軟骨ならびに軟骨下
骨の除去（デブリットメント）の治療法が報告されて
から今日に至るまで有効な治療法は確立されていな
い。近年、多血漿板血漿、骨髄濃縮液、骨形成タ
ンパク（BMP2）含浸ゼラチンβ-リン酸三カルシウム

（βTCP）スポンジなどの再生医療研究成果が報告
されている。本研究では、膝関節に加重センサーを
設置して実験した結果、膝関節を130度にした場合
に大腿骨内側顆に最大加重がかかることが判明した。
そこで、骨スクリューを骨嚢胞周囲に挿入すること
で、嚢胞周囲の軟骨下骨の横方向の変形を抑え、関
節の上下方向の加重を軽減する治療を考案した。20
頭の骨嚢胞に対して骨スクリューを挿入したところ、
約30日で跛行が改善し、60日で軟骨表面のリモデリ
ングが良好となった。平均して120日で跛行は消失
し、75％の症例においてレントゲンによるシストの
消失が認められた。スクリューは180日で除去する

図1　AO Foundationの ホ ー ム ペ ー ジ 内 に
Surgery ReferenceのAOVETページがある。馬
の骨格標本をクリックすると各部位の整形外科手
術に必要な手技が詳細に記載されている。
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どでは小腸内容物（腸液、ガス）の貯留が著明となる
が、これらは盲腸に戻すのではなく、バケツに廃棄
する必要がある。従来使用されてきた腸鉗子は、腸
管を痛めるので、現在はペンローズドレーンによる
牽引にしている。自動吻合器を用いて、空腸と盲腸
を吻合する際には吻合径を7.8㎝にする必要がある。
馬が起立すると盲腸は下方へ牽引されるため、腸間
膜の縫合は盲腸の尾側から頭側へ行うようにする。
これを逆にすると、腸間膜が緊張して吻合部の狭窄
が生じる。以上のように、空腸－盲腸側々吻合では、
いくつか注意しなければならない点があり、エビ
デンスに基づいて説明するFreemanの講演は貴重で
あった。

9．手根腱鞘に対するテノスコーピー
Nixon（USA、コーネル大学）

　従来、屈筋腱や支持靱帯の損傷などの手根腱鞘内
の異常は、レントゲン、超音波、CTあるいはMRI
により診断されてきた。一方、手根腱鞘の治療は腱
鞘鏡（テノスコーピー）を必要とし、テノスコーピー
は腱鞘内のほとんどの構造を適切に評価することが
可能である。橈骨の骨軟骨症、近位屈筋腱接合部の
炎症、浅屈筋の支持靱帯炎および損傷、深屈腱の橈
骨頭の損傷、浅屈腱尾側の腱鞘間膜損傷などは、腱
鞘の腫脹や触診痛などの臨床症状だけでは類症鑑別
ができず、テノスコーピーを用いることで適切な診
断と治療が可能となる。テノスコーピーにより骨軟
骨症の骨摘出、腱鞘内の損傷組織や炎症性線維組織
の除去が行われることで症状が消失する。これまで
関節内の骨折や離断性骨軟骨症に用いられてきた関
節鏡を腱鞘に用いる手技は、現在では概ね確立され
ている。骨軟骨症に対してテノスコーピーを実施し
た22頭の馬はすべて、症状の改善が観察されてレー
スに復帰した。テノスコーピーの予後は病変の状態
に関連しており、骨軟骨症の予後は良好である。こ
れまで治療の難しかった腱鞘の疾患については、テ
ノスコーピーの普及により治療法として定着してい
る。コーネル大学では、定期的に専門医に対して実
習を開催してるので、興味のある方は参加していた
だきたい。

10．腹腔鏡下における結紮法
Caron（USA、ジョージア大学）

　馬の腹腔鏡手術は、卵巣腫瘍の摘出術、陰睾の摘
出術、腎脾間膜背側の縫合術、腹腔内探査に広く用
いられている。腹腔鏡手術は、小切開部位から2 ～
3個のポートを作成し、スコープと器具を腹腔内へ
挿入して操作するため、低侵襲な手術法である。立
位鎮静下で実施することが可能なため、経済的に優
れている手術方法といえる。一方、腹腔鏡は関節鏡
と同様に、一つのカメラにより映像を得るため遠近
感を把握することが難しく、通常の開腹手術と比較
して腹腔内の縫合などは難易度が高くなる。腹腔鏡
下での縫合には、腹腔内で２個の把針器を用いて行
う方法、腹腔外でスリップノットを作成する方法
に大きく分かれる。腹腔内での縫合には、針の持
ち方、器具の持ち方、Cループの作成、器具の前後
方向への移動などの基本手技を習得する必要があ
る。スリップノットの作成は、Modifi ed Roeder法、
Weston Knot法を習得しておく必要がある。腹腔鏡
販売企業から腹腔鏡練習用ボックスが販売されてい
るが、ホームセンターの材料、webカメラ、パソコ
ン、ディスポ用器具などを揃えることで、手軽に練
習することが可能であるので、挑戦していただきた
い（写真8）。

11．馬の近位指関節に対するロッキングコンプレッ
ションプレートならびに生体組織工学の応用
Seo、Yamaga、Sasaki et al.（日本、帯広畜産大学）
　馬の近位指節間関節の骨折や脱臼には螺子固定術
およびDynamic Compression Plate（DCP）を用いた
プレート固定術が実施されてきた。近年、Locking 
Compression Plate（LCP）が開発され、DCPと比

写真8　腹腔鏡手術のラボの様子。ラボでは二人
一組で腹腔鏡下にて結紮術の手技を練習する。
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較してより強固な固定が可能とされている。現在、
再生医療の技術である生体組織工学では生体構成
成分である幹細胞、骨形成を促す骨形成蛋白質-2

（BMP-2）および徐放剤（ゼラチンなど）、そして細胞
の増殖・分化のための足場（スポンジなど）を組み合
わせることで、早期骨癒合が可能と考えられてい
る。本研究ではLCPを用いた関節固定術に加え、関
節内に幹細胞およびBMP-2を含浸させたゼラチン
β-リン酸3カルシウムスポンジ（ゼラチンスポンジ）
を装填し、関節の安定性ならびに早期骨癒合の効果
を検討した。サラブレッド種馬6頭の胸骨を骨髄穿
刺し、骨髄液を採取した。幹細胞を2週間培養し、1
×107/150µlとなるように調整した。関節固定術で
は第一指骨背側近位を小切開し、5穴のLCPを用い
て固定した。近位指節間関節の側方より水平方向へ
直径4.5㎜のドリルホールを1か所作成し、幹細胞混
合BMP-2（3µg）含浸ゼラチンスポンジを挿入した。
投与群では骨癒合像が早期に観察され、術後16週目
に良好な骨癒合像が認められた。すなわち、ゼラ
チンスポンジより徐放化されたBMP-2が、幹細胞に
持続的に作用することで細胞の骨分化ならびに増殖

が促進され、スポンジ構造はその足場となって、関
節は骨癒合したものと推察された。またLCPの高い
固定力によって骨癒合が促進したと考えられた。以
上のことから、馬の近位指節間関節固定術における
LCPならびに混合スポンジの適用は、関節の早期骨
癒合を促進することが明らかとなり、今後の臨床に
応用可能と考えられた。

結語
　獣医外科学分野においては、これまでにも多くの
手術方法が考案、開発されてきた。一方で、発展
途上にある技術もあって課題は多いといえる。近年、
アメリカで専門医を取得したアジア人の発表が多く
見うけられるようになってきた。特に、韓国ソウル
大学からは複数演題が事前審査にアクセプトされて
おり、我が国も若手の臨床獣医師や研究者による基
礎研究、臨床研究、疫学研究などの各分野での活躍
を期待したい。2014年度のACVSはアメリカ・サン
ディエゴにおいて2014年10月15日から18日までのシ
ンポジウム開催が決定されている。
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資 料

生産地疾病等調査研究
― 馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査（2010年～2012年）―

報告（2）

競走馬総合研究所　栃木支所　微生物研究室　片山芳也

　生産地疾病等調査研究は、日高家畜衛生防疫推進協議会に所属する各団体、JRA競走馬総合研究所が協
力して、1982年から概ね3年単位で実施している。前号では2010年～ 2012年に実施したウイルス感染症の
サーベイランスの成績を掲載したが、本稿では、細菌感染症のサーベイランス2項目および感染病理学的
調査の3年間の成績のまとめを掲載する。

4．腺疫のサーベイランス
　腺疫は、腺疫菌（Streptococcus equi subsp. equi）
の感染によって起こるウマ科動物に特有の伝染病で
ある。腺疫菌は、馬の頭頸部リンパ節を中心に感染
し、馬同士の直接的な接触や、飼料、飲用水、飼養
者、馬房をはじめとした飼養環境要因を介して伝染
性に広がる。いったん腺疫が発生すると、その清浄
化には多大な労力とコストを必要とするばかりでな
く、比較的高い致死率（5～ 10％）を示すことから防
疫上極めて重要な伝染病の一つである。腺疫の発生
は、世界的に報告されており、馬の競技会や競馬開
催の中止（2012年3月：米国サラトガ競馬場）に至っ
た事例も少なくない。わが国においても、散発的な
発生が認められており、最近では2006年～ 2007年
にかけて福島県で集団発生例が報告されている。
　本調査では、北海道日高地区に飼養されている馬
から得られた血清を用い、腺疫血清抗体検査を実施
した。

材料と方法
　日高地方で飼養されている軽種およびその他の品
種（北海道和種、和種、半血種、日本ポニー、中間
種、ミニチュアホース、ポニー、ペルシュロン、ブ

ルトン、ハフリンガー）から採取された血清ついて、
PEPK繰り返しペプチド抗原を用いた血清抗体検査
（ELISA法）を実施した。なお、ELISA法のカットオ
フ値はHoboらの論文（Vet. Rec. 162:471-474）からOD
値0.427とした。

平成22年～ 24年度　まとめ
　日高地区においては、3年間にわたって腺疫を疑う
症例は認められなかった。また、日高地区の飼養馬
381検体（平成22年：88検体、平成23年：96検体、平
成24年：197検体）においても全ての検体が陰性で
あったことから、同地区での腺疫の伝播の可能性は
低いと考えられた。しかし、北海道内には比較的高
い腺疫ELISA抗体価を示す地区も存在し、日高地区
ではその地域からの馬の導入も行われていることか
ら、引き続き疫学監視を行う必要があると考えられた。

5．ロドコッカス・エクイ感染症のサーベイランス
　本症は3か月齢以下の子馬に発症する化膿性肺炎
および腸炎を主徴とする細菌感染症である。これま
での調査および研究で本症の診断法は概ね確立され
ており、これを活用した早期診断と治療の実施の成
果は、重症例数の減少となって現れている。一方、
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治療法については臨床的に様々な治療法が試みられ
ており、野外で使用される抗菌薬にも変化が認めら
れつつある。このような状況下において、野外株の
薬剤感受性の変化を監視しておくことは重要である
と考えられる。

材料と方法
　呼吸器症状が認められた子馬の気管洗浄液および
死亡例から分離されたロドコッカス・エクイ186株
について薬剤感受性試験およびプラスミド型別を実
施した。

平成22～ 24年度　まとめ
　3年間にわたる本調査によって生産地で分離され
るロドコッカス・エクイは、β－ラクタム系抗菌薬
を除く多くの抗菌薬に対して感受性であることが明
らかとなった（表1）。しかし、平成24年度の調査に

よりリファンピシン耐性株が確認された。国内での
リファンピシン耐性株は、1997年に高井らが報告し
ているが、本分離株は異なるプラスミド型であった
ことから、新たな耐性株と考えられた。しかし、リ
ファンピシン耐性株は本調査で実施した189株の中
で1株のみであることから、耐性株の出現について
は留意する必要があるが、依然としてリファンピシ
ンは本病の治療に有効であると考えられた。
　β－ラクタム系抗菌薬では、ベンジルペニシリ
ン、アンピシリン、セファロチンのセファゾリンと
いった世代の古い薬剤に対して高い耐性率が認めら
れた。また、比較的世代の新しい第3世代セフェム
系抗菌薬のセフチオフルやセフトリアキソンに対し
ては調査年により耐性率（セフトリアキソンにおい
ては非感受性株の割合）の違いが認められた。生産
地ではペニシリン、アンピシリン、セフチオフルな
どが、JRA施設内ではセファロチンがβ－ラクタム
系抗菌薬として使用されている。試験管内でのロド
コッカス・エクイのβ－ラクタム系抗菌薬への耐性
化は比較的容易に起こることやヒトでは分離された
菌の中にはしばしば耐性株と感受性株が共存してい
ることが報告されている。β－ラクタム系抗菌薬は
ロドコッカス・エクイ感染症の主要な治療薬ではな
いことから、古い世代のβ－ラクタム系抗菌薬に対
する高い耐性率の維持や第3世代セフェム系抗菌薬
に対する各年の耐性率の変化の原因は不明である。
　また、イミペネム、アミノグリコシド系抗菌薬
（ゲンタマイシン、アミカシン）、マクロライド系抗
菌薬（エリスロマイシン、クラリスロマイシン、ア
ジスロマイシン）、フルオロキノロン系抗菌薬（シプ
ロフロキサシン、エンロフロキサシン）、ミノサイ
クリン、リネゾリドに対しては耐性株は認められな
かった。これらの薬剤の国内の馬における安全性が
確認されれば、今後の本病の治療薬として期待でき
ると考えられた。
　プラスミド型別では、日高地区で主要なプラス
ミド型とされる87kb type IIaおよび90kb type Iが
本調査における分離株の97％を占めており、この
割合は前回（平成19～ 21年）の調査と一致していた
（表2）。また、平成22年では九州地方で検出される
90kb type IVが、平成23年には2010年に岩手県で確
認された87kbプラスミドの新たな亜型であるtype 

薬剤

ゲンタマイシン

リファンピシン

エリスロマシン

ミノサイクリン

イミペネム

シプロフロキサシン

エンロフロキサシン

ベンジルペニシリン

アンピシリン

セファロチン

カナマイシン

アジスロマイシン

クラリスロマイシン

セファゾリン

セフチオフル

アミカシン

セフトリアキソン*

リネゾリド

耐性（%）

カテゴリ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

平成22年

0

0

0

0

0

0

0

100

57.4

98.4

0

0

0

93.4

32.8

0

8.2

0

平成23年

0

0

0

0

0

0

0

100

91.5

100

0

0

0

95.1

0

0

1.6

0

平成24年

0

1.5

0

0

0

0

0

96.9

95.4

96.9

13.8

0

0

95.4

7.6

0

29.2

0
A：過去の生産地疾病等調査において検討された薬剤
B：上記以外で馬に対して使用される可能性の高い薬剤
C：疫学的な情報として耐性株の出現を監視すべき薬剤
*  現在は感受性以外の基準が無いために感受性とならなかっ
た株の割合を示した。

表1．平成22～24年度　薬剤感受性試験成績
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IIeが検出された。一方、3年間の調査において海外
からの新たなプラスミド型の侵入は認められなかっ
た。以上の成績から、現在の日高地方では、国内の
他の地域からの異なるプラスミド型をもつロドコッ
カス・エクイの少数の侵入は認められるが、その分
布に大きな変化はないことが示された。

6．原因不明斃死馬等の感染病理学的調査
　日高家畜保健衛生所では馬の伝染病の防疫のため
に微生物学的、血清学的および病理学的検査などの
病性鑑定を年間約2,000件実施している。なかでも
病理学的検査は微生物学的検査により病原体が確認
されなかった原因不明斃死馬等（生後直死、流死産
胎子を含む）において、その病態を組織学的に解明
することにより、得られた結果を保健衛生指導に反
映できる点で非常に有用な検査手法のひとつである。
従って原因不明とされた斃死馬等における病理学的
診断技術を向上させることは、馬の感染症の防疫の
ためには非常に重要と考えられることから、日高
家畜保健所およびJRAの病理担当者が共同してこれ
ら症例の感染病理学的調査と解析を行うことにより、
それぞれの病理診断技術のさらなる向上が期待され、
原因不明斃死馬等における病原体の関与の実態の一
端が明らかにされるものと考えられる。

平成22～ 24年度　まとめ
　日高家畜保健衛生所および日高地区農業共済家畜
診療センターにおいて原因不明斃死馬等の感染病理
学的疫学調査を3年間実施した結果、77例（流産ない
し死産胎児44例、生後直死ないし子馬20例、その他
成馬13例）が収集された（表3）。
　これらの病理解剖学的および病原学的検査で
は、流産ないし死産の胎児44例では原因不明18例
（40.9％）、馬鼻肺炎6例、胎盤炎5例、臍帯捻転4例、
双胎3例、奇形2例、難産2例、および細菌性流産、
肋骨骨折、肝臓破裂がそれぞれ1例であった。生後
直死ないし子馬の20例では原因不明6例（30％）、肺
炎2例、肋骨骨折3例、馬鼻肺炎、胎盤炎、虚弱、大
脳浮腫、後肢筋断裂、腎臓白色病巣形成、右眼球
矮小、大腿骨骨折、頸椎骨折が各1例であった。さ
らに成馬の13例では、繁殖牝馬の子宮動脈破裂3例、
難産、蹄葉炎、直腸穿孔性腹膜炎が各1例、種牡馬
ないし牡馬の下垂体・副腎の腫大および心臓麻痺
が各1例、育成馬の腰痿が2例と心臓突然死が1例で
あった。その他の成馬の空腸腫瘤および化膿性壊疽
性肺炎が各1例であった。
　病理組織学的検査では、流産ないし死産胎児の
原因不明18例では真菌性あるいは細菌性の胎盤炎3
例、慢性胎盤炎5例、全身性リンパ節炎7例、臍帯の
水腫・出血1例が観察された。なお2例では特に病変
を認めなかった。生後直死および子馬の原因不明6
例では敗血症2例、細菌性および真菌性胎盤炎と全
身性リンパ節炎1例、および全身性リンパ節炎2例で
あった。1例では特に病変を認めなかった。
　以上の成績から、原因不明とされた症例において
も病理組織学的検索を行うことにより、流産や死産
あるいは斃死に関連する可能性の病変が少なからず
存在していることが明らかになった。これら検索は
病性鑑定や馬の臨床に有用な情報を与えてくれるも
のと考えられた。

プラスミド型

87kb type IIa

87kb type IIc

87kb type IIe

90kb type I

90kb type IV

菌株数

平成22年

50

2

0

8

1

平成23年

52

1

2

8

0

平成24年

45

0

0

20

0

表2．平成22～24年度　プラスミド型別試験成績
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平成22年

1/25～（2週間）

平成23年 平成24年

流産胎児

子馬

流産胎児

生後直死

子馬

繁殖牝馬

種牡馬

育成馬

成馬

15
臍帯捻転
馬鼻肺炎
胎盤炎
双胎
胎盤異常と
頭部奇形

原因不明

1
大腿骨骨折

3
3
2
1

1

5

体表リンパ節の好中球
浸潤と全身性のうっ血
体表・腸リンパ節のMφ
浸潤と全身性うっ血
内臓リンパ節の好中球
浸潤と全身性うっ血
全身リンパ節・胸腺の好
中球浸潤、脾濾胞の腫
大増数、慢性胎盤炎

1

1
1
1
2

1

1

8

真菌性胎盤炎

臍帯の水腫・出血

リンパ節炎
（感染症を疑う）

細菌性胎盤炎
慢性胎盤炎
特記病変なし

1
1
1

2
1
1
1
1
1
5

敗血症
リンパ節炎
（感染症を疑う）
特記病変なし

3

1

1

1

15
臍帯捻転
馬鼻肺炎
胎盤炎
双胎

細菌性流産

肋骨骨折

原因不明

3

胎盤炎
馬鼻肺炎
肋骨骨折

12
肋骨骨折
虚弱
大脳浮腫
後肢筋断裂
腎臓白色病巣
右眼球矮小
原因不明

3

子宮動脈破裂

1
下垂体・副腎
の腫大

1
心臓突然死

1
空腸腫瘤

流産胎児

死産胎児

生後直死

子馬

繁殖牝馬

牡馬

育成馬

成馬

2
2
1
1

5

リンパ節炎
（感染症を疑う）

慢性胎盤炎

2

1

1

慢性リンパ節炎、細
菌・真菌性胎盤炎

2
1

1
1
1

1

2

1

11
馬鼻肺炎
細菌/真菌胎盤炎
奇形（無脳症）
肝臓破裂

原因不明

3

難産

奇形（眼球異常）

1
原因不明
（K. pneumo.+）

3
肺炎
頚椎骨折

3
蹄葉炎
難産
直腸穿孔腹膜炎

1
心臓麻痺

2

腰痿

1
S. zooepi.性化膿
性壊疽性肺炎

2

1

1

1

2

1

1

1
1
2

2

2

1

1

4

1

1/31～（2週間）
4/11～（1週間）
5/9  ～（1週間）

1/30～（1週間）
4/9 ～（1週間）
5/14～（1週間）

表3　平成22年～24年度　原因不明斃死馬等の感染病理学的疫学調査
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　エクワイン・ディジーズ・クォータリーは、ケンタッキー大学のグルック馬研究センターが、ロンドン
のロイズ保険会社などの資金提供を受けて、年に4回発刊している馬の疾病に関する季刊誌です。日本では、
軽種馬防疫協議会がケンタッキー大学の許可を受けて日本語版を発行しています。本記事の全文は、軽種
馬防疫協議会のホームページ（http://keibokyo.com/infomation/quarterly/）からもPDFファイルとして入手
することが可能です。また、このホームページからケンタッキー大学のオリジナルの英語版にもアクセス
することができます。
　本号では、エクワイン・ディジーズ・クォータリーの発行から「馬の科学」への掲載のタイムラグを少し
でも減らすために、2号を続けて掲載します。

衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2013年3号の紹介）

時事解説
　私は、夕食時に回答を強要する機械音声による電
話調査が大嫌いだ。先の選挙期間中、ある政党から
かかってきた電話に応答した夫は、来る選挙でどの
党に投票する予定であるかを（本物の人間に！）聞か
れた。彼の返答はこうだった。「私に最も電話をか
けてこなかった候補者なら誰でもいいよ。今のとこ
ろ、あなたの党の候補者が負けていますよ。」
　加えて、昨今、謎の機関からのeメール調査が急
増している。どれも、「ここをクリックして参加し
てください」とあるが、すぐにコンピュータウイル
ス感染に対する警告が表示されるため、これらの調
査に対する回答率が低いのも頷ける。
　どの道、回答する時間もない。
　しかしながら、全ての調査が同様ではない。本誌
の読者の多くは、馬産業に対して経済的な関心があ
る。 庭で馬を飼養しているオーナーは、100万ドル
規模の競技馬の厩舎オーナーと同様に、獣医療、飼
料業者、馬具、その他のサービスに関する情報を得
たいと思っている。馬産業に質の高いビジネスを呼
び込むためには、「儲かる」ことが重要になってくる。
　234億ドル！
　これは、興味をそそる金額ではないだろうか。
2012 年に実施した調査によれば、これは2011年の
ケンタッキー州における馬および馬に関連する資産
価値の合計金額である。

　この数字は、決して希望的観測ではない。上記の
数字は、機密調査によって個人から提供された情報
や馬の経営に関するデータに基づいている。調査の
参加者は、誰も電話を切らなかった。誰も封筒を廃
棄しなかった。それどころか、彼らは、州の馬産業
の実態を正確に把握することの重要性を理解してい
た。そして、彼らは正しい！
　全ての人が参加した訳ではなかった。いかなる個
人情報であっても、それらを政府機関あるいは研究
所に 提供することが悪影響を及ぼす、例えば、増
税、個人情報の流出、馬の経営について政府から干
渉されると信じている人もいる。経営規模が小さい
ので関係ないと考える人（ただし調査の結果はそう
ではないが）や、 本当に興味の無い人もいる。
　それならば、調査に参加するべきかどうかは、ど
のように決めれば良いのか？
　誰が調査を実施しているのか？他に関連している
機関はどこか？それらについて信頼できるのか、あ
るいは正体不明で信頼できないのか？調査の目的は
何か？調査について掲載しているウェブサイトを読
んでみればいい。窓口担当者に電話して質問してみ
ればいい。大切なのは、詳しく知ることである。な
ぜなら、あなたが提供する情報が経済調査の精度を
上げるかもしれないし、資金援助団体がどこに研究
費を集中させるかを決める手立てになるかもしれな
いし、あるいは疾病流行の危険因子を特定するため



（67）

に必要になるかもしれないのだから。
　Stowe先生およびRossano先生の記事は、そのよ
うな試みを検討するための調査計画の概要を説明し
ている。調査結果を見てみると、ケンタッキー州に
おける馬産業の経済的影響だけではなく、調査に回
答した人々はもちろん、多くの個人や機関が時間と
労力を費やしたことに感心した。
　ケンタッキー州における馬産業に関する調査結
果の第一報は、http://www2.ca.uky.edu/equine/ 
kyequinesurvey で読むことができる。次回、「調査」
の電話があった際には、参加することの重要性を考
えてみてください。
連絡先 : Dr. Roberta Dwyer 
(859)218-1122, rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center,
University of Kentucky, Lexington, Kentucky

国際情報
2013年第1四半期（1月～ 3月）*
　イギリス、ニューマーケットの国際健康情報セン
ターをはじめとする諸機関から以下の疾病発生が報
告された。
　馬伝染性子宮炎（CEM）がドイツ、アイルランド
および米国で発生した。ドイツでは、非サラブレッ
ド種の種牡馬3例および牝馬1例で、原因菌である
Taylorella equigenitalisが確認された。アイルラン
ドでは、非サラブレッド種の牡馬1例がCEMと診断
され、その後、治療を受け完治した。米国ではケン
タッキー州で、最近、入国後検疫において輸入さ
れたダッチ・ウォームブラッド種の牝馬3例からT. 
equigenitalisが分離された。カリフォルニア州では、
牝馬2例、種牡馬2例から病原体が分離された。いず
れも非サラブレッド種であったが、最近輸入された
個体ではなかった。この内の牝馬1例は、2012年に
陽性の種牡馬と交配していた。この流行の感染源に
ついては調査中である。
　腺疫がフランス（2件）、アイルランド、スウェー
デン（風土病）および米国（ケンタッキー州、メイン
州、オハイオ州およびサウスカロライナ州）で発生
した。馬インフルエンザが米国のみで報告され、フ

ロリダ州、オハイオ州およびオレゴン州で確認され
た。ドイツで2頭の非サラブレッド種の種牡馬が馬
動脈炎ウイルスのキャリアーであると診断された。 
　馬ヘルペスウイルス1型および4型に関連する疾患
が、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、ス
ウェーデン、英国および米国で発生した。馬ヘル
ペスウイルス1型に起因する呼吸器疾患が、フラン
ス（3件）、英国（3件）、および米国（異なる州で多数）
で発生した。馬ヘルペスウイルス1型による流産が、
フランス（6件）、ドイツ（5件）、アイルランド（3件、
うち1件は2例の新生子肺炎を含み、残りの2件は牝
馬5例に発生）、日本（11施設で17例）、スウェーデン
（1件）、英国（牝馬1例および新生子の致死例1例の合
計2件）および米国（散発的に5例）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型に起因する神経疾患が、
ドイツ（7施設）、アイルランド（1例）、英国（2施設で
2例）および米国で発生した。米国では、2013年1月
～ 3月において、いくつかの州で多数の報告があっ
た。米国における発生には、馬ヘルペスウイルス1
型の野生型および変異株（神経病原性）が関与してい
た。野生型のウイルスによる流行では、罹患率が低
く、感染馬の致死率もゼロか非常に低いという特徴
があった。馬ヘルペスウイルス4型に起因する呼吸
器疾患が、フランス（13件）、ドイツ（1例）、日本（1
施設で6例）および米国（多数の症例および発生が報
告された）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス2型および5型の感染が、米国
のいくつかの州で多数発生した。これらの臨床的意
義については、現在調査中である。
　馬伝染性貧血が、フランスおよび米国で発生した。
フランスでは、インド洋にあるフランス領レユニオ
ン島において、ロバの致死例が1例発生した。米国
では、カリフォルニア州の2施設で発生し、1件は公
式には認可されていない「草競馬」の施設において発
生した（16例を検査し、そのうち2例が陽性だった）。
もう1件は別の施設で発生し、疫学的に最初の施設
での発生と関連していた。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、スイス
（1例）、アラブ首長国連邦（非サラブレッド種におけ
る風土病で、時折、臨床例が認められる）および米

(*オーストラリアについては第4四半期レポートより)
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国のカリフォルニア州（1施設で5例、別の施設で2例
がTheileria equi陽性）で発生した。
　サルモネラ症が、ドイツ（1例）、アイルランド
（1例）および米国（いくつかの州で報告；グルー
プBおよびCが関与）で発生した。馬単球性エール
リヒア症（ポトマック熱）が、米国で3例発生した。
Lawsonia intracellularis感染が、米国の多くの州に
おいて子馬に発生し、ケンタッキー州では16例の報
告があった。
　米国では、ケンタッキー州でレプトスピラ感染に
よる流産が28例発生し、ノカルジアによる胎盤炎お
よび流産が20例発生した（Crossiella equi感染による
6例およびAmycolatopsis属菌感染による14例）。ロ
スリバーウイルス感染症による非致死例が、オース
トラリアのノーザンテリトリー（北部準州）で1例発
生した。
　多くのRhodococcus equi感染の流行が、米国のい
くつかの州で確認された。

国内情報
Streptococcus zooepidemicus: 日和見感染だけか？
　馬の線維素性肺炎症例とStreptococcus属菌との
関係性は、1887年にドイツ人細菌学者J. W. Schultz
によって初めて報告された。現在S. zooepidemicus
として知られている微生物は、離乳時期の子馬や1
歳馬の気道から最も頻繁に分離される細菌性病原体
である。これらの感染の多くは、気道のウイルス感
染や、長時間にわたる輸送に続く二次感染である。
　ほとんど全ての健康な馬の扁桃では、異なる遺伝
子型および血清型のS. zooepidemicusが共存してい
るが、下気道疾患に罹患している馬からは、大抵の
場合、単一の菌株（クローン）しか分離されない。ク
ローンとは、一個の細菌から増殖した遺伝子型が均
一な集団である。感染しているクローンは、同じ馬
群であっても子馬によって異なるが、あるクローン
が複数の子馬に感染していることがある。分離され
た菌株の特定の遺伝子の塩基配列検査は、疫学的研
究において有効かつ費用効率の高い手段である。
　S. zooepidemicusが関与する馬の呼吸器感染症の
多くは、扁桃で見られる菌株のうちのある単一のク
ローンが増殖することによる内因性のものである。
しかし、近年では、長い期間をかけて地域に伝播し

たと考えられる特定の遺伝子型のクローンによる呼
吸器疾患の流行が認められてきた。それぞれの流行
は、異なるS. zooepidemicusが関与しており、これ
は北米、韓国および英国の犬収容所において多く認
められるようになってきた現象に類似している。
　流行しているS. zooepidemicusのクローンの病原
性/伝播性が増強していることは、病原性因子の発
現、増殖性や呼吸器組織を損傷する能力の増強あ
るいは自然免疫系からの回避に関する遺伝子の再
配列あるいは獲得によって説明できるだろう。例え
ば、病原性タンパク質のプラスミノーゲン結合部位
をコードする塩基配列を獲得した場合、宿主細胞あ
るいは血漿成分に対するプラスミンによるタンパク
質分解活性を、菌体表面に有することになる。気道
から多くのStreptococcus属菌が排泄され急速に増
殖することは、そのようなクローンの伝播に有利と
なる。
　馬由来のS. zooepidemicusが非常に多様性に富む
こと、そしてその菌株は、他のStreptococcus属菌
の馬から馬への水平伝播によって獲得した遺伝子を
有しているという証拠は、新たなクローンが頻繁に
出現していることを示唆している。これら伝播のメ
カニズムおよび部位は不明である。しかしながら、
いくつかのS. zooepidemicusの株の染色体上にはS. 
agalactiaeの受容株への遺伝子伝達を媒介するDNA
要素が存在する。もう一つ考えられるメカニズム
は、DNAの直接的な取り込みや交換であり、これは、
馬の扁桃陰窩と少なくとも生理学的に似た環境であ
るヒトの鼻咽頭に定着しているS. pneumoniae株間
に見られる非常に効率的なプロセスである。
　馬におけるS. zooepidemicus分離株の多様性にも
関わらず、異なる株に対しても交差防御する免疫反
応が起こることが新たな実験によって証明されてい
る。この発見は、Streptococcus属菌による呼吸器
感染症に対する効果的なワクチンの開発にとって重
要な利点となり得るだろう。
連絡先 : Dr. John Timoney
(859)218-1106  jtimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, Kentucky



（69）

繫部の皮膚炎－病理医の見解
　繋部における炎症は、夏季に頻発する。しかし「繫
部の皮膚炎」という診断名は、適切でない感が否め
ない。
　生検報告書にこの診断名しか記載されていない
場合、獣医師にとっても馬のオーナーにとって
も有用な情報にならない。臨床所見が多少異なる
ものを含め、この症状に対する他の診断名として
は、繫皸（scratches）、沼地熱（mud fever）、グリー
スヒー ル（grease heel）、朝露中毒（dew poisoning）、
ブドウ瘡（grapes）、蹄癌（canker）、疣贅性蹄皮炎
（verrucous pododermatits）などがある。しかし、前
述のように、これら様々な診断名は、決して問題の
本質を示すものではない。そのため病理医は、「皮
膚炎」という主たる診断名に、より詳細な組織学的
（顕微鏡的）変化を表現する一連の修飾語を冠するの
である。また、病歴も同等に重要視する。繫部を覆
う皮膚は、被毛が長い（刈り込まれていない場合）こ
とを除けば、その他の部位の皮膚と本質的に差異は
ない。このことから、繫部皮膚の侵襲に対する反応
は、むしろ普通であり、炎症の急性期には紅斑（発
赤）、糜爛、潰瘍および/あるいは漿液性の浸出液が
見られる。侵襲が長引けば、化膿性の浸出液（膿）や
肉芽組織の形成が見られ、慢性例では、線維化（瘢
痕化）、表皮の肥厚および角化亢進（鱗屑、過角化）
が見られる。しかしながら、繫部は地面に近いこと、
泥や排泄物、湿潤な環境、化学的刺激、紫外線およ
び機械的刺激（植物の切株、岩、歩行の際の肢と脚
のすれなど）から、他の部位に比べて特に重症化し
やすく、持続性や難治性の皮膚疾患を発症する部位
である。輓曳馬は、被毛の多さとおそらくは遺伝的
な要因のため、他の品種に比較して繫部の皮膚炎を
起こしやすい。獣医師は日々の診療において、繫部
の皮膚炎のような複雑な皮膚疾患症例に対し、病院
内での細胞診、皮膚擦過、被毛の直接鏡検、真菌培
養および全血球計算を診断に活用している。急性か
つ重度の症例や治療に応答しない症例には、生検が
病気の過程を正確に捉え、確定診断に導いてくれる
場合がある。しかしながら、炎症部位の病理組織像
は、病歴と病変部の肉眼所見と照らし合わせること
によってのみ有用である。生検を最大限に活用す
るためには、炎症が活発な部位から十分な大きさ

（6mmパンチ）で複数採取することが非常に重要で
ある。病理医に詳細な説明、病歴、飼養環境、食餌、
ワクチン接種歴ならびに群れ全体の健康状態につい
ての情報を提供することも、明瞭なデジタル画像と
同様に重要である。治療方針は、診断に大きく依存
するが、基本原則は以下のとおり。
　●飼養環境を清潔かつ乾燥した状態に保つこと。
　●肉芽組織の過増殖（過剰な肉芽形成）を観察し、

管理すること。 
　●患肢以外の肢についても定期的に調べ、疾患が

拡大していないかを観察すること。 
　●皮膚が乾燥し、ひび割れてきた場合、油を基材

とする皮膚軟化薬あるいは抗生物質の軟膏を
用いること

によって、亀裂や二次感染を抑制すること。繫部の
皮膚炎は、馬を疲弊させる原因となり得る。発症初
期において正確に診断することにより、迅速に的確
な処置を施すことができ、多くの馬で機能が回復する。

繫部における炎症の原因
よく知られている（必ずしも最も一般的ではないが）感染病
因は以下のとおり：

細菌
　デルマトフィルス症菌（Dermatophilus congolensis）
　黄色ブドウ球菌
　スピロヘータ症
　膿皮症の原因菌全て

糸状菌／酵母／卵菌類
　ピシウム属菌
　マラセチア属菌
　黒色菌糸症（フェオフィオ真菌症）
　接合菌症

寄生虫
　ショクヒヒゼンダニ
　Pelodera strongyloides（訳注：糞線虫に近縁な自由生活
線虫、皮膚炎を起こす）
　馬糞線虫（Strongyloides westeri）

非感染性因子
　接触性刺激
　過敏症
　薬物反応
　外傷
　光感作
　繫部における白血球破壊性血管炎
　光増悪性血管炎
　落葉状天疱瘡
　慢性進行性リンパ浮腫
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連絡先 : Dr. Lynne Cassone
(859)257-8283 lynne.cassone@uky.edu
Department of Veterinary Science, Maxwell H. 
Gluck Equine Research Center, University of 
Kentucky, Lexington, Kentucky

馬におけるヘビの咬傷
　暖かい季節の到来とともに、ヘビによる咬傷の危
険も高まる。米国に生息する主な毒ヘビには、ク
サリヘビ科マムシ亜科（pit viper）のガラガラヘビ
（rattlesnake）、ヌママムシ（water moccasin）、アメ
リカマムシ（copperhead）などがある。pit viper は、
その名のとおり、頭の両側に熱を感知するための穴
（頬窩 : pit）があり、これを使って獲物の位置を特定
する。これらのヘビは、三角形の頭部および細く
締まった頚部、そして尾部の脱皮殻（ガラガラヘビ
のみ）から、その他のヘビと鑑別することができる。
米国で見られる他の毒蛇としてコブラ科のサンゴヘ
ビ（coral snake）があるが、口が小さいため馬に対す
る危険性はほとんどない。
　毒の成分はヘビの種類によって大きく異なるが、
ほとんどの毒には、組織および血管を破壊し、血液
凝固を阻害し、心臓を障害する物質が含まれる。い
くつかの種類のヘビ毒には、神経毒も含まれること
がある。ヘビの咬傷による重篤度は、ヘビの種類、
大きさ、直近の餌および咬傷の数などのいくつかの
因子によって決まる。時には毒がほとんど注入され
ない「無毒咬傷（dry bite）」の場合もある。馬がヘビ
を踏みつけ、ヘビが苦しんで毒を全て出し切った場
合には、咬傷は非常に重症化する。馬の大きさ、年
齢、体調（病気の状態）、治療の有無および咬傷部位
などの咬まれた馬側の要因もまた咬傷の重症度に影
響する。ヘビの咬傷による馬の臨床症状は様々であ
るが、主に咬傷部位の疼痛および腫脹が見られ、咬
傷部位付近の組織が脱落していることが多い。咬傷
部位が容易にわからないこともある。毒がほとんど
注入されていない無毒咬傷やアメリカマムシによる
咬傷では、通常軽度の臨床症状しか見られない。危
険な種類のヘビによる咬傷や大量の毒が注入された
場合には、顕著な疼痛および腫脹、血液凝固障害、
出血、心不整脈、ショック、虚脱などが認められ、
死に至ることすらある。神経毒の場合、麻痺が起こ

る。馬が鼻部を咬まれた場合、鼻腔の腫脹や呼吸障
害が見られることがある。毒注入の兆候は、即座に
見られることもあれば、数時間後に遅れて見られる
こともある。
　応急手当てとして最も望ましいのは、馬を落ち着
かせ、至急獣医師に連絡をとることである。現場
で馬のオーナーが実施する応急手当ては、あまり役
に立たないことがわかっており、民間療法の多くは
かえって病状を悪化させることもある。吸引機の使
用は、動物実験でヘビによる咬傷に有効でないこと
が示されている。治療は重症度によって変わってく
るが、補液、疼痛緩和、傷の手当て、抗生物質、破
傷風予防および抗毒素の投与などが挙げられる。抗
毒素は、組織の傷害の程度を軽減し、回復を促進し、
特に毒の注入が重度である場合に有用である。抗毒
素の投与量は、推測される毒注入量によって決定さ
れ、患畜の大きさによっては決まらない。そのた
め1バイアルの抗毒素であっても、十分に効果が得
られることがある。心不整脈は、多くの馬で見られ、
治療が必要な場合がある。鼻腔に著しい腫脹が認め
られる馬には、気道の確保が必要である。腫脹に
よって馬が飲んだり食べたりすることが困難な場合
には、栄養補給が必要となる。ヘビの咬傷による急
性期の症状から回復しても、心不全あるいは腎障害
などの合併症が続発する場合がある。心不全は、咬
まれてから数週間から数カ月後に発症することがあ
ることから、診療や観察を継続して行わなければな
らない。
　ヘビによる咬傷の合併症を予防するための馬用ワ
クチンが現在市販されているが、馬における効果に
ついては不明なことも多い。かかりつけの獣医師に、
あなたが住んでいる地域におけるヘビの咬傷につい
て問い合わせてください。
連絡先 : Dr. Cynthia Gaskill 
(859)257-7912 cynthia.gaskill@uky.edu
Veterinary Diagnostic Laboratory, 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky

ケンタッキー州情報
米国の州単位における馬に関する科学的調査の実施
　州の馬産業について信頼性の高いデータを得るこ
とは、政策担当者、地域計画立案者、実業家、企業
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しない個人と接触することができ、研究の重要性と
利益について説明し、そして彼らの連絡先を NASS 
に提出することを促すことができた。
　この段階での調査では、共同研究者（大学や馬業
界の代表者であることが多い）もまた、NASSと共
にアンケートを作成する。NASSには標準的な質問
で構成された包括的な質問表があるが、州の必要性
や関心のある事項に応じて一部を修正することがで
きる。潜在的な調査参加者から調査に対する提案を
得ることができれば、調査参加者に対して馬産業か
ら新たな援助や買付の機会が生まれるかもしれない。
　ケンタッキー州における馬に関する調査では、
NASSは2012年7月に、馬従事者を加重層化ランダ
ム抽出し、アンケートを送付した。データ収集は、
メールによって返答してもらい、応答が無かった場
合は電話による聞き取り調査ならびに訪問調査に
よって実施された。このデータ収集は、2012年8月
に始め、2012年10月に完了した。これらの結果はま
とめられ、最終報告書は2013年3月に完成した。
　完全かつ正確に州規模で馬に関する調査を実施
するためには、調査員および業界団体の共同努力、
計画のための十分な時間、資金の調達（ケンタッ
キー州の馬に関する調査における予算は60万ドル）、
データ収集およびデータ解析が必要である。計画の
開始から終了まで、その遂行には 2 年程見ておか
なければならない。
　しかしながら、これらの努力は、多くの団体、企
業および個人にとって有益となる正確な記述統計
データをもたらすであろう。
連絡先 : Dr. C. Jill Stowe 
(859)257-7256   jill.stowe@uky.edu
Department of Agricultural Economics
Dr. Mary Rossano 
(859)257-7752   mary.rossano@uky.edu 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky

経営者および獣医師にとって重要である。データが
収集される過程は、結果の信頼性および正確性を判
断するうえで不可欠である。
　このような計画を遂行するのに最も効果的な方
法は、公正な調査の専門家グループに依頼するこ
とかもしれない。これらの調査を実施した州の多
くは、米農務省（USDA）の全国農業統計局（NASS : 
National Agricultural Statistics Service）の地方事務
所と共同で取り組んでいる。NASS は、あらゆる農
産物および家畜に関する調査を毎年数百件実施して
いる調査のエキスパートである。NASSは、最高レ
ベルの機密性とデータの安全性のもとに公正な統計
を提供することを最優先する。このことは、これら
調査の一部として収集された機密事項を扱う際には
特に重要である。
　正確な結果を保証するために最も重要な過程は、
データを抽出する全調査対象リストを作成すること
である。NASS の地方事務所のほとんどは、年間売
上が少なくとも1,000ドル以上で「牧場」と分類され
る馬関係の事業のリストを持っている。
　しかしながら、馬関係の事業の大多数は、この
条件に当てはまらない（例えば娯楽用乗馬の牧場な
ど）。 そのため、これらの施設を特定し、それらの
業務を包含することから試みる必要がある。こうし
たことを達成するためには、多面的な取り組みが求
められる。まず初めに、調査員は州の馬に関する協
会や団体に対して、加入者の一覧を要求すること
ができる（ただし、これには通常、団体幹部あるい
は会員による投票を必要とする）。次に、全ての馬
愛好者が団体に加入している訳ではないため、こ
れら個人を網羅するために更なる努力が求められ
る。2012年に行われたケンタッキー州の馬に関する
調査では、州全域で公開集会が34回実施された。こ
れらの集会は、しばしば郡の農業相談員（Extension 
agent）の援助のもとに計画され、彼らの馬に関する
講演会とともに実施された。集会では、団体に所属
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2013年4号の紹介）

時事解説
　Larry Bramlage博士の言葉に、「臨床獣医師にとっ
ての研究は、例えるならば、取引をする上での通貨
である。日々、我々はこれらの研究者達が生み出
した情報を使用している」とある。これは、牧場の
管理者およびトレーナーだけではなく、実のところ、
日常的にウマの世話に関わる全ての人に当てはまる
ことである。
　ウマの健康に関する諸問題が、いつかすべて解決
すると期待するべきではない。しかしながらウマに
とってより良いケアを探求する努力はするべきであ
り、それがBramlage博士言うところの「通貨」、つ
まり研究である。牧場主個々の革新的なホースマン
シップが、彼らのウマにより良いケアをもたらすこ
とがあるが、ホースマンは皆、改善のために科学的
研究を頼りにしている。
　獣医学的研究は通常、研究所あるいはその他の実
験設備で情報を蓄積し、それを論文審査のある科学
雑誌に掲載するという手順を踏む。次に、まず日
常の診療に多くの科学的知識を必要としている獣医
師により、牧場／厩舎レベルで応用できることが理
想的である。特にウマの牧場に焦点を絞って、大学
における研究がどのように新しい変化をもたらして
きたかという例を以下に紹介する。現在の慣習の多
くは、習慣や単によさそうだという理屈によって実
践されているようだが、実際には研究の賜物であり、
導き出された結論によるものである。例えば、電灯
下で牝馬の発情を誘発する慣習は、ケンタッキー大
学の研究の成果である。他にも、馬ヘルペスウイ
ルス（EHV）感染症、インフルエンザ、ボルチヌス
症、馬原虫性脳脊髄炎およびレプトスピラ症などの
よく見られる感染症に対する検査もまた、牧場主に
役立った例である。熟練した研究者の功績抜きに牧
場主だけでこれらを考案することができたであろう
か？

　研究はまた、最も勤勉な獣医師あるいはホースマ
ンに対してですら、彼らの持つ「知識」の一部を新し
い情報に置換する必要があるとひそかに警鐘を鳴ら
す。良い例として思い出されるのが、最近亡くなっ
た獣医師のMichelle LeBlancである。数年前、彼女
が胎盤炎の研究プロジェクトの後、「私自身を含め、
臨床獣医師は、牝馬の流産が時期早尚に子宮が収縮
するために起こると考えていた。そのため、我々は
多くの薬を投与してきたが、病気の進行を止めるこ
とができるどころか、母体を傷つけていた」と報告
した。彼女の最良かつ最も聡明であった点は、自分
達の考えが適切かどうか追及し、それを解決するた
めに更なる研究を重ねたことである。
　実践において、知識は必ずしも完璧である必要は
ない。研究によって、EHV-1 に対処するために求
められる答えの全てを出せたかと言えば、正確には
そうは言えない。しかしながら、数年前、ウマ産
業がEHV-1の流行によって脅かされた際に、それに
対する取り組みが研究の発展につながった。Jerry 
Black 博士は、その渦中におり、その後「多くのプ
ロジェクトから、ウイルスに関する知識と流行に対
する対処法を得ることができた」と発言した。
　進行中の研究への支持は、例えるなら、まさに銀
行の預金である
連絡先 : Mr. Edward L. Bowen
(859)224-2850, ebowen@jockeyclub.com
President , Grayson-Jockey Club Research 
Foundation, Inc. 
Lexington, Kentucky

国際情報
2013年第2四半期（4月～ 6月）*
　英国、ニューマーケットの国際健康情報センター
（ICC）をはじめとする諸機関から以下の疾病発生が
報告された。
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　馬伝染性子宮炎（CEM）がドイツおよび米国で発
生した。ドイツでは、5施設において診断された。
種牡馬3例および牝馬5例（非サラブレッド種）が、細
菌培養およびポリメラーゼ連鎖反応（PCR）を用いて、
Taylorella equigenitalis陽性と確認された。米国で
は2013年の初めにケンタッキー州に輸入された温血
種の感染牝馬3例のうち1例は、検査期間中に出産し
ており、生まれた子馬は陰性であった。フロリダ州
のサラブレッド種の2歳牝馬は、プエルトリコに輸
出される直前に、T. equigenitalis陽性が確認された。
同馬のバックグラウンドを詳細に調査したが、感染
源の特定には至らなかった。
　腺疫がデンマーク（1施設の6例）、フランス（4件）、
スウェーデン（1件）および米国（ケンタッキー州、メ
イン州、テキサス州およびワイオミング州など風土
病となっている多くの州）で発生した。馬インフル
エンザがスウェーデン（2件でそれぞれ1例）、英国（1
施設で7例）および米国（少なくとも10州で散発性症
例）で発生した。
　ドイツで馬動脈炎ウイルスのキャリアーである種
牡馬の精液からウイルスが分離された。馬ヘルペス
ウイルス1型および4型に関連する疾患が、アルゼン
チン、フランス、ドイツ、日本、英国および米国で
発生した。馬ヘルペスウイルス1型に起因する呼吸
器疾患が、フランス（2件）、ドイツ（1件）、英国（1件）
および米国（フロリダ州およびケンタッキー州）で発
生した。馬ヘルペスウイルス1型による流産が、ア
ルゼンチン（1施設で2例）、フランス（5施設でそれぞ
れ1例）、ドイツ（3施設で4例）、日本 （7施設で14例
（サラブレッド種）、英国（1件）および米国（2施設で
それぞれ1例）で発生した。馬ヘルペスウイルス 1型
に起因する神経疾患が、フランス（1例）、英国（1例）
および米国（ニュージャージー州およびニューヨー
ク州で発生。ニューヨーク州では、繫駕競走用競馬
場で発生した4例含む）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型に起因する呼吸器疾患が、
アルゼンチン（2施設でサラブレッド種子馬13例を
含む発生）およびフランス（12件）で発生した。フラ
ンスからは本ウイルスによる流産1例も報告された。
米国では、馬ヘルペスウイルス2型の感染がフロリ

ダ州およびケンタッキー州で発生し、馬ヘルペスウ
イルス5型の感染が多数発生した。
　馬伝染性貧血が米国で発生した（ネブラスカ州で
12例、テキサス州で1例）。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病、散発的
臨床例）、および米国（テキサス州南東部の6施設で
19例が、Theileria equi陽性）で発生した。
　グループB、C1およびC2よるサルモネラ症が米国
で発生した。また米国では、馬単球性エールリヒア
症が、フロリダ州（2例）およびケンタッキー州（7例）
で発生した。ロタウイルス感染症がフランス（5件） 
およびドイツ（1例）で発生した。クロストリジウム
腸炎が、米国のいくつかの州において子馬で診断さ
れた。米国ではさらにLawsonia intracellularisに起
因する腸症が少数認められた。
　レプトスピラ感染による流産がアルゼンチン（1施
設で5例）で発生した。ノカルジア感染による胎盤炎
および流産が米国ケンタッキー州で発生した。
　ヘンドラウイルス感染症が、オーストラリアの
クイーンズランド州の2地域でそれぞれ1例発生した。
東部馬脳炎が米国のフロリダ州、ジョージア州およ
びサウスカロライナ州で9例発生した。
　ウエストナイル脳炎がオハイオ州およびテキサス
州でそれぞれ1例発生した。狂犬病がアラブ首長国
連邦（非サラブレッド種2例）および米国（2施設でそ
れぞれ1例）で確認された。
　Anaplasma phagocytophilum感染症が、ドイツに
おいて温血種の牝馬1例に認められた。ロドコッカ
ス症は米国では風土病であり、発生率のみ報告され
ている。

国内情報
枯れるトネリコの木と山火事の脅威
　馬のオーナー達は、火事を予防することが牧場に
とって重要であると認識しているが、周辺の木々
にはびこる昆虫の危険性を見逃していたかもしれな
い。Emerald ash borer（アオナガタマムシ：学名 
Agrilus planipennis Fairmaire）は、2002年に米国の
ミシガン州およびカナダのオンタリオ州ウィンザー
で初めて発見された甲虫で、何千万本もの北米のト

*オーストラリアは第1四半期レポートより
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ネリコの木を枯らしてきた。米国農務省の動植物
検疫所によれば、2013年8月5日までに、米国の20州
でアオナガタマムシが確認されている（図1を参照）。
米国西部は不運なことに山火事の多い地域であり、
アオナガタマムシが蔓延した州では、かつてない程
大規模な山火事の脅威にさらされることになる。

　アオナガタマムシには天敵が存在せず、殺虫剤を
使用する場合、商品によっては費用がかさむ上に、
その 効果もさまざまである。そのため、米国全土
に拡大しつつあるアオナガタマムシによる脅威は継
続しており、非常に現実的な問題である。アオナガ
タマムシの生活環は、まず成虫がトネリコの葉を餌
とし、樹皮に卵を産み付ける。卵から孵った幼虫は、
樹皮に穴を開け、樹皮内部の重要な部位を餌として
春まで留まり、そのため木は栄養や水を取り込むこ
とができなくなる。これが最終的に木を枯らすこと
につながる。春になると、成虫は木から出て、近隣
の木に飛び、また同じ生活環を繰り返す。
　アオナガタマムシの侵入によって枯れたトネリコ
は、潜在的に火事の原因となる危険があり、ウマや
資産を守るために農場から取り除くべきである。枯
れた木を他の場所に移動することで害虫を拡散して
しまうため、協同組合の農業相談員に合法的な木の
廃棄方法について問合せる必要がある。火事のリス
クは、干ばつ時や枯れ木や潅木などの燃えやすい木
が豊富にある時期に高くなる。
　山火事の危険から少しでも牧場を守るために、

オーナーは家屋、厩舎、機械そしてウマの周囲から
燃えやすい植物を取り除いて防御空間を作るべきで
ある。燃えやすいものの撤去、不燃性素材と燃えに
くい植物を用いて計画的に放牧地を設計することに
よって、災害からのリスクを軽減することができる
（図を参照）。
　火事は、残り火が、建物、干し草、寝わらある
いは肥料などの新たな可燃性素材に引火すること
で拡がる。産業・家庭の安全性協会（Institute for 
Business & Home Safety）および他の研究によると、
15フィート（約4.5m）未満で近接する建物は、この種
の火事の拡がり方に弱い。新たに建造物を建てる場
合は、耐火性建築素材を用いるなど、適切に計画す
ることで、この危険性を減少させることができる。
　森林に枯れ木が多く存在し、火事の規模が中程度
から高度である場合、山火事が起こる可能性は劇的
に増加する。2013年夏に米国で発生した壊滅的な山
火事は、落雷、ヒト（故意あるいは事故）および車両
や機械の火花によって山火事が発生することを示し
た。火事を予防するための計画を立て、それを実践
することが、ヒトや動物の命、建物および土地の損
害を最小限に食い止めるために重要である。

連絡先 : Dr. Melissa Newman
(859)257-5881, melissa.newman@uky.edu
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, 
Lexington, Kentucky

ケンタッキー州情報
ウマ単球性エールリヒア症 : ケンタッキー州におけ
る症例（2008年1月～ 2013年8月）
　ウマ単球性エールリヒア症（EME）は、ポトマッ

火事から馬を守るには !
　●まずは予防。地域の消防署に施設の検査を依頼し、提
案をもらいましょう。

　●厩舎および牧場の避難方法を確立し、万が一の際に動
物を避難させる場所を確認しましょう。

　●消防訓練をしましょう。
　●整理整頓をし、がらくたを排除しましょう。
　●最新の米国電気工事基準に準拠した設備に改装しま
しょう。

　●禁煙ルールを確立しましょう。
　●消火器をきちんと管理しましょう。
　●燃えやすいものから発火源を遠ざけましょう。

*1 郡でも検出された場合、州全体を表示

図1　アオナガタマムシが見つかった地域（2002
年～2013年8月）*

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/
plant_pest_info/emerald_ash_b/downloads/
NewCountyDetectionMap2013.pdfより引用
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て、結腸粘膜から得られた掻爬試料が、EMEに対
するPCR検査に用いられる。
　2008年1月から2013年8月までに、ケンタッキー大
学獣医診断研究所で、PCR によってEME陽性と診
断された症例は123例だった（図2）。この中には、剖
検に供されEMEと診断された26例が含まれていた。
剖検された症例の性別は、牝馬53%、牡馬47%で
あった。平均年齢は8.7歳（0.3 ～ 34歳）であった。ほ
んどがサラブレッド種だった。

連絡先 : Dr. Craig Carter
(859)257-8283, craig.carter@uky.edu
Dr. Jacqueline Smith
jacqueline.smith2@uky.edu
Dr. Erdal Erol
erdal.erol@uky.edu
Veterinary Diagnostic Laboratory
University of Kentucky,
Lexington, Kentucky

高齢馬の免疫強化における栄養の重要性
　過去1世紀にわたり、健康管理の改善や生物学、
化学および医学の進歩は、ヒトやウマを含めたコン
パニオンアニマルの平均寿命を延長してきた。しか
しながら、我々は今、高齢化したヒトや動物が長年
にわたって不健康な状態で過ごしてしまう可能性が
あるというパラドックスに直面している。加齢に伴
う生理機能低下のメカニズムをより理解することが
できれば、新たに予防に資する生体指標や潜在的な
治療の標的を得ることができるであろう。
　高齢動物は、ウマも同様であるが、感染症に対し
て感受性が高いことや回復に時間がかかること、ワ

ク熱（PHF）やウマエールリヒア性大腸炎としても
知られる疾病である。本疾病は、米国のほとんどの
州、カナダの少なくとも3州、南米、ヨーロッパお
よびインドの一部地域においても報告されている。
本疾病は、通常盛夏から晩夏にかけて、河川、湖沼
および湿った牧草地の付近で発生する。
　EMEの原因は、以前はEhrlichia risticiiと呼ばれ
たNeorickettsia risticiiである。病原体のレゼルボア
は不明であるが、ダニ、水生昆虫、吸虫およびその
他蠕虫から分離されている。吸虫を介した感染環で
は、カタツムリが中間宿主になる。ウマは、主に飲
料水に飛び込むカゲロウなどの昆虫を経口摂取する
ことで感染すると考えられる。実験では、ウマにお
ける潜伏期間は1～ 3週間であった。感染の初期段
階において、馬は、食欲不振、抑うつ、発熱および
腸蠕動音の減少が認められることがある。これに通
常、軟便または水様性下痢および疝痛が続く。本症
の後期段階では、罹患した動物は、重度の脱水、下
腹部の浮腫、および蹄葉炎が認められることがある。
心血管系の損傷や毒血症の結果、死に至ることがあ
る。致死率は5～ 30%におよぶ。経胎盤感染は、し
ばしば胎子吸収、流産、または虚弱な子馬の出産の
原因になると報告されている。馬から馬への伝播は
起こらないと考えられる。
　この疾病から回復した馬は、2年間にわたって防
御免疫を持っている。市販のワクチンの有効性はさ
まざまである。EMEの発生シーズンのピーク時に
は、河川、池、湖および低地にある牧草地へのウマ
の接近を制限し、昆虫の誘引を最小限にするために
厩舎の夜間照明をやめることによって、感染のリス
クを減らすことができる。
　EMEの臨床診断は、本症の診断に精通した獣医
研究所によって確定診断される必要がある。血清を
用いたEMEに対する1回の間接蛍光抗体（IFA）試験
で陽性であった場合には、病原体に暴露したことが
あることを示しているのみである。2週間間隔で採
取したペア血液サンプルを用いて試験し、抗体価が
4倍あるいはそれ以上に上昇した場合は、活動性感
染の証拠となる。臨床例では、病原体が血中および
糞便中から同時に検出されない可能性があるため、
EDTA血液試料ならびに糞便に対してポリメラーゼ
連鎖反応（PCR）を実施するべきである。剖検におい
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* 生前検査 97 例および死後検査 26 例生前検査症例
死後検査症例

図2　ウマ単球性エールリヒア症PCR陽性例
（2008年1月～2013年8月）生前検査症例
および死後検査症例*
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クチン接種に対して免疫応答が乏しいこと、そし
て様々な癌の発生率が高くなることが報告されて
いる。さらに、現在では、慢性炎症（老化性炎症：
infl amm-aging、炎症+老化の造語）が、加齢に関連
する疾患であるアテローム性動脈硬化症、関節炎、
癌、糖尿病、骨粗鬆症、認知症、血管疾患、肥満、
メタボリックシンドロームなどの主要な基礎疾患で
あることが一般的に認められている。
　アンチエイジングの研究において、加齢に伴う免
疫機能の低下を軽減させるための、実用的で費用対
効果の高いアプローチとして、栄養学的介入が多く
の注目を集めている。様々な果物、野菜、ナッツお
よび種子からみつかったこれらの天然の食物由来の
化合物は、加齢による影響に抵抗する有望な候補で
ある。これらは、広範な生物学的活性を有する：抗
酸化、抗炎症、解毒、シグナル伝達経路の調節、お
よび酵素活性の調整（表1参照）。

　高齢馬（>20歳）は、炎症の程度が上がるが、フル
ニキシンメグルミンやフェニルブタゾンのような非
ステロイド性抗炎症薬（NSAID）を長期にわたって
使用すると健康問題が生じるため、我々はこの老化
性炎症の進行に対抗するための栄養学的介入に注目
している。培養細胞におけるウマのサイトカイン産
生の違いを評価するために、フラボノイド（ケルセ
チン）およびポリフェノール化合物（クルクミノイド、
レスベラトロール、プテロスチルベンおよびヒドロ
キシプテロスチルベン）についてフェニルブタゾン
およびフルニキシンメグルミンと比較した。高齢馬
から白血球を分離し、複数の異なる濃度の各化合物
あるいはNSAIDと共に一晩培養した。細胞が刺激

されたときに、炎症産物を測定した。
　それぞれの化合物およびNSAIDは、以下の濃
度（マイクロモル単位で測定）で顕著に細胞性炎症
を抑制した。クルクミノイド（20μM）、ヒドロキ
シプテロスチルベン（40μM）、プテロスチルベン
（80μM）、 ケルセチン（160μM）、レスベラトロール
（160μM）、フルニキシンメグルミン（40μM）、フェ
ニルブタゾン（>320μM）。興味深いことに、クル
クミノイドは20μMの濃度で、より高用量のフルニ
キシンメグルミン（40μM）およびフェニルブタゾン
（>320μM）と同程度に炎症を抑制した。すべての
天然化合物は、フェニルブタゾンより低用量で効果
的であり、優れていた。
　この予備調査の結果は、高齢馬において以下を確
かめるための2つの研究へと引き継がれた。1）全身
性の炎症に対する血中のビタミンおよび脂肪酸の値
と筋肉量とに関連性はあるか。2）抗炎症性のサプリ
メントは、ワクチン接種に対する免疫応答に影響を
及ぼすか。これらは、高齢馬における免疫系機能を
改善するための効果的な栄養学的介入法を確立する
ための予備段階である。
連絡先 : Dr. Amanda Adams
(859)218-1097, amanda.adams@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, 
Lexington, Kentucky

馬におけるセレンの状態
　セレン（Se）は、身体の抗酸化機能において一定の
役割を果たし、また多くの動物種において免疫系に
影響を及ぼすことが示されている。さらに、セレン
は少なくとも25種類の異なるセレノプロテイン（訳
注：アミノ酸のひとつであるシステインに含まれる
硫黄がセレンに置換したセレノシステインを含むタ
ンパク質） に含まれている。これらセレノプロテイ
ンの合成は、体内の利用可能なセレンに依存してい
る。草食動物は、必要なセレン量を満たすために植
物から摂取しており、その植物は土壌からセレンを
得る。しかし、土壌中のセレン濃度は地域によって
異なり、その結果、放牧されている動物では地域に
よって摂取するセレン量に差がでる。 
　セレン量が少ないあるいは検出限界レベルの地域

グループ

カロチノイド

フラボノイド

イソチオシアネート

テルペノイド

プロアントシアニジン

オメガ-3脂肪酸

ポリフェノール化合物

化合物

ベータカロチン、リコペン、ルテイン

ケルセチン、カテキン、エピガロカテ

キン 3-ガラート、テアフラビン

スルフォラファン、フェネチルイソチ

オシアネート

リモネン、レチノイン酸

エイコサペンタエン酸、ドコサヘキサ

エン酸

クルクミン、ギンゲロール、レスベラ

トロール、プテロスチルベン

表1　抗炎症作用のある天然の食物由来化合物
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は、米国東部の一部、ニュージーランド、中国東北
部、ヨーロッパ、エジプトおよび南アフリカなどで
ある。セレン含有量の少ない地域で飼養されたウマ
や、あるいはそれらの地域で生産された飼料の給餌
またはサプリメントが添加されていない穀物のみで
飼養されたウマは、徐々にセレン欠乏に陥ることが
ある。
　ケンタッキー州中部は、土壌中のセレン含有量が
非常に少ないことが知られている。したがって、ウ
マのセレンの状態、免疫機能や運動反応に及ぼす、
食餌からのセレン摂取の長期にわたる効果について、
オルテック社とケンタッキー大学との栄養情報科学
提携に基づき、ケンタッキー大学で調査されてきた。
　セレン含有量が少ない牧草地に放牧したウマにセ
レンが含有されていないサプリメントを28週間与え
た。その後、28週間にわたって、これらのウマの3
分の1にセレン（乾燥飼料1kg当り0.3mg）を与え、他
の3分の1のウマに同量のセレンを亜セレン酸ナトリ
ウムとして給与した。残りのウマに対しては、セレ
ン給与をしなかった。第4群（コントロール群）のウ
マには、米国研究評議会の推奨するセレン摂取量で
ある500 kgのウマに対してセレン1mg/日（セレン約
0.1mg/kg乾燥飼料）となるようにサプリメントを与
えた。
　実験の結果は、セレンを追加給与せず、セレン含
有量の少ない地域で飼養されたウマのセレン状態
が、時間の経過と共に減少することを示した。適
切なセレン状態のウマにおいて血中セレン濃度は、
180-240ng/mL、グルタチオンペルオキシダーゼ
（GPx）活性は40-160酵素単位／ gヘモグロビン（EU/
g hb）であるのに対して、前半28週目におけるセレ
ン枯渇状態にあるウマでは、それぞれ165ng/mL、
43.1EU/g hbだった。セレノプロテインの一種であ
るGPxは、セレン状態を示す特徴的な指標とされて

いる。
　セレンを給与した後、低セレン状態は60日以内に
改善された。セレンを給与しなかったウマでは、血
中セレン濃度およびGPx活性は、それぞれ125ng/
mLおよび33.8EU/g hbまで減少した。ウマの免疫機
能の評価では、低セレン状態が免疫系に有害である
ことが示された。
　また、低セレン状態のウマを運動させた場合、
GPx活性が低下し、運動後24時間経過しても回復し
なかった。レクリエーション乗馬を想定した軽度
な運動であっても、このGPx活性の低下が見られた。
セレン酵母を補給したウマでは、運動後のGPx活性
は上昇したが、無機セレンを補給した群では低下し
た。セレンは抗酸化作用を有するため、運動後にお
けるGPx活性の低下によって、ウマは酸化ストレス
の影響を受けやすくなる。
　結論として、食餌によるセレン摂取については、
低セレン地域で飼養されているウマ、特に放牧され
てサプリメントを補充していないウマに対して、特
別な配慮が求められる。市販の飼料やサプリメント
は、しばしばセレンが添加されているため、食餌に
よるセレン量を推定する際には、すべての摂取物
（牧草、乾草、濃厚飼料、サプリメント）を考慮する
べきである。セレン欠乏は、ウマにリスクをもたら
すが、その一方でセレンには毒性もあるため、過剰
摂取は避けるべきである。
連絡先 : Dr. Laurie Lawrence
(859)257-7509, llawrenc@uky.edu
Department of Animal & Food Sciences University 
of Kentucky, 
Lexington, Kentucky
Dr. Mieke Brummer
mbrummer@alltech.com
Alltech, Inc. Nicholasville Kentucky
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馬ミエロペルオキシダーゼ
：感染の診断に有用な関節液中の新しいバイオマーカー

美浦トレーニング・センター　競走馬診療所　三田宇宙

Equine myeloperoxidase: A novel biomarker in synovial fl uid
for the diagnosis of infection.

J. Wauters, F. Pille, A. Martens, T. Franck, D. Serteyn, F. Gasthuys, E. Meyer
Equine Veterinary Journal. 2013 May; 45(3): 278‒83.

はじめに
　馬の肢関節への感染は、関節腔に達する外傷、滑
膜穿刺、手術の合併症などにより起こり、命に関わ
ることも多い。そのため、関節の感染を正確かつ
迅速に判定することは予後を決める重要な因子であ
る。一般的に、関節内の感染の有無は、滑液の総白
血球数、好中球数、総タンパク質濃度、細菌培養検
査により判定される。しかし、これらの検査のみで
感染の有無を正確に診断することはできない。また、
診断の正確性のみならず迅速性が予後を決めるため、
補完的な検査法が求められる。そこで、本研究では
細菌感染に伴い好中球が産生する抗微生物酵素、ミ
エロペルオキシダーゼ（MPO）をバイオマーカーと
して着目した。
　本研究の目的は、ELISA法とSIEFED法*1を用い
て、滑液内MPOの測定が感染の有無の判定に対し
て有用であるかを調査することである。
*1 SIEFED法：Specific Immunological Extraction 
Followed by Enzymatic Detection

材料と方法
　細菌培養検査により感染有りと判定した感染性
滑膜炎群（19頭）と、従来の滑液検査と臨床所見によ
り非感染と判定した、健常群（28頭）、離断性骨軟
骨炎罹患群（23頭）、外傷性滑膜炎罹患群（12頭）の計
4群を実験に供した。各群の関節から標準的な手法

で滑液を採取し、滑液内の総MPOをサンドウィッ
チELISA法、活性型MPOをSIEFED法により測定
した。また、滑液中の総白血球数、好中球数、総
タンパク質濃度を測定した。得られたデータか
ら、MPO値と従来の検査結果の間に相関関係があ
るかを調べた。本研究における統計処理はKruskal-
Wallis検定とDunn’s post hoc testを用いた。

結果
　滑液中の総MPO濃度と活性型MPO濃度は、非感
染群と比較して感染群で有意に高い値が得られた
（P<0.001）。MPO濃度のカットオフ値をいくつか設
定し、敏感度、特異度、陽性・陰性的中率、尤度
比を計算したところ、総MPOでは5000 ng/ml、活
性型MPOでは350 ng/mlがカットオフ値として適
当であることがわかった。この条件において、総
MPO濃度と各種検査項目の相関係数を求めたとこ
ろ、滑液中総白血球数との間ではτ=0.427、滑液中
好中球数ではτ=0.485、滑液中総タンパク質濃度
ではτ=0.529であり、正の相関があった。また、活
性型MPOに対しても同様に相関係数を求めたとこ
ろ、滑液中総白血球数ではτ=0.504、好中球数で
はτ=0.481、総タンパク質濃度ではτ=0.574であり、
正の相関があった。さらに、総MPO値および活性
型MPO値の双方において、個体の年齢や罹患肢と
の間には相関は認められなかった。
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パク質濃度はMPO値との間に強い相関が認められ
なかった。この理由として、好中球は感染部位に遊
走後、マクロファージにより除去されるのに対し、
MPOは好中球から産生された後、自身の分子量の
ほか、ヒアルロン酸などの各種分子との電気的相互
作用によって、滑液からのクリアランスが制限され
ていることが考えられる。このことから、測定され
た好中球数はサンプリング時点での一時的な検査結
果であるのに対して、MPO値はサンプリングまで
の期間における好中球の総蓄積数、すなわち感染の
有無を反映していると考えられる。

考察
　感染性滑膜炎罹患群の総MPO値および活性型
MPO値は、それらの数値に幅があるものの、健常
群や離断性骨軟骨炎罹患群よりも明らかに高く、外
傷性滑膜炎罹患群との比較でもほとんどの数値が
高い値を示した。これらのことから、ELISA法と
SIEFED法を用いて滑液中のMPO値を測定するこ
とは、関節の感染を迅速に判定する有用な方法であ
ることがわかった。
　興味深いことに、MPOの唯一の産生源が好中球
であるにもかかわらず、総白血球数および総タン
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サラブレッド種競走馬における口蓋不安定の特徴と
軟口蓋背方変位との関連性

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　浦山俊太郎

Characteristics of palatal instability in Thoroughbred racehorses and their association 
with the development of dorsal displacement of the soft palate

K. ALLEN and S. FRANKLIN
Equine Veterinary Journal. 2013. 45: 454‒459.

文 献 紹 介

　口蓋の機能障害として口蓋不安定（palatal instability：PI）があり、軟口蓋背方変位（dorsal displacement 
of the soft palate：DDSP）への進展が疑われる。PIは軟口蓋尾側が背腹方向へ波打つ動作であり、喉頭蓋
は軟口蓋背側面に密着する。DDSPは軟口蓋尾側が喉頭蓋の背側に変位することで発生し、声門裂の閉
塞を引き起こす。DDSPの診断は、発症が起こっているかいないかだけで容易であるが、PIの診断は主観
的であり、その解釈は臨床医の間で異なることがある。PIはDDSPの発生に先行すると示唆される一方で、
PIを伴わずともDDSPは起こり得るとされている。PIを伴う馬は、DDSPを強く示唆させる病歴を持つに
もかかわらず、必ずしも運動試験中にDDSPにならない。本研究の目的は、サラブレッド競走馬における
PIをさらに正確に特徴づけることと、DDSPに先行する内視鏡上の特徴について調査することである。

材料と方法
　サラブレッド種競走馬72頭で、高速度トレッドミ
ルを用いて内視鏡所見に関する研究を行った。内視
鏡所見は運動負荷試験の最後の10秒またはDDSPが
起こる直前の10秒間について評価した。披裂喉頭蓋
ヒダの軸側変位（axial deviation of the aryepiglottic 
folds：ADAF）の程度、喉頭蓋の形状、軟口蓋の形
状、軟口蓋による声門裂の閉鎖についてグレード評
価を行った。
　●ADAF
　King, D.S. ら（2001）のグレード分類に従った。
　Mild；軽度の軸側変位で、ヒダは声帯の反軸側の
位置を維持。
　Moderate；声帯から声門正中の間に対し、ヒダ
の軸側変位は半分未満。
　Severe；声帯から声門正中の間に対し、半分以上

ヒダが軸側に変位する。
　●喉頭蓋の形状
　Convex；形状は凸状で運動中も維持される。先
端のみが軟口蓋と接触する。
　Flattened；形状は平坦。軟口蓋の表面上に平坦
またはやや凹んで位置するが、喉頭蓋の先端の方が
基部よりも低い。
　Tipped up；形状は平坦または凹状。吸気時に喉
頭蓋の先端が基部と同じ高さ以上になる。
　●軟口蓋による声門裂の閉塞（軟口蓋の安定性）
　Stable；挙上などが見られない。
　声門裂の閉塞がないPI；軟口蓋が喉頭蓋基部より
挙上するが、声門裂の閉塞は認めない。
　声門裂の閉塞を伴うPI；軟口蓋が挙上し、声門裂
を閉塞する。
　●軟口蓋の形状
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　absent；形状の変化はない
　small；軟口蓋尾側は凹状をしているが、外側咽
頭壁中位以下である。
　large；軟口蓋尾側の幅が正中口蓋筋の両端まで
拡張している。

結果
　72頭中65頭にPIが認められ、そのうち30頭（46％）
がDDSPを発症した。
　軟口蓋の安定性は喉頭蓋の形態とADAFの重症
度に有意に相関していた。喉頭蓋の安定性がStable
は全て喉頭蓋の形状がConvexであり、Convex、
Flattened、Tipped upの順にPIの重症度が増加した。
　ADAFの重症度も喉頭蓋の形態と相関してい
た。Convexで はModerate以 上 のADAFが な く、
Flattenedの多くはMildでSevereはおらず、Tipped 
upではほとんどでADAFを発症し、重症なものが
多かった。
　DDSP発症には、PIおよびADAFの重症度の増
加と喉頭蓋の形状が関係していた。声門裂の閉塞
がないPIではDDSPの発症が29%であったのに対
し、声門裂の閉塞を伴うPIでは65%が発症した。喉
頭蓋の形状がConvexのウマではDDSPは認めず、
Flattenedの24%、Tipped upの57%がDDSPを発症し
た。
　軟口蓋尾側の形状とDDSPの発症に有意な相関は
無かった。

考察
　これまで、PIはDDSPと同様の症状であると考え
られていた。本研究でも、DDSPを発症した全ての
ウマにおいて先にPIを認め、PIの確認からDDSP発
症までの時間は個体間のばらつきがあった。今回の
結果は、軟口蓋の不安定性の重症化がDDSPの発症
に関連していることを示しており、PIがDDSPの前
駆段階であることを示唆している。
　また、今回の結果はAhern, T.（1999）の結果を支
持しており、安定した軟口蓋を持つすべての馬は呼
吸周期を通じて軟口蓋尾側において凹状となり、激
しい運動中も喉頭蓋の形を凸状に保持していた。PI
のウマでは吸気時に軟口蓋が凹状でなくなるが、多
くは呼気時には凹状を維持していた。これは吸気中
における気道内圧の陰圧に対し、軟口蓋腹側が形態
を維持することが困難であることを示唆している。
　本研究ではPIの重症度の増加はDDSPおよび
ADAFの両方に関係しており、これらは同時に起
こり得ると考えられた。披裂喉頭蓋ヒダは筋組織を
含まない粘膜の二重層であることから、PIによる喉
頭蓋の挙上は披裂喉頭蓋ヒダの張力を減少させ、声
門への軸側変位を起こすと考えられる。
　喉頭蓋形状の変化は、ADAFと同様、PIとそれに
続発するDDSPに関与していた。これは、喉頭蓋が
上気道の安定性に重要な役割を果たしていることを
示唆している。
　結論として、PIなどの口蓋の機能障害は、DDSP
に発展する可能性がある前駆段階としての症候群で
ある。
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ウマにおける実験的に作成した傷に対する
ひまわり油の局所適用の効果について

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　水上寛健

Eff ects of Topical Application of Sunflower-Seed Oil
on Experimentally Induced Wounds in Horses

Luiz Antonio T. Oliveira Jr. DVM, MS , Vinicius R.C. Souza DVM, PhD , Denise C. 
Endringer PhD , Dean A. Hendrickson DVM, PhD , Clarisse S. Coelho DVM, PhD

Journal of Equine Veterinary Science. 32 (2012): 139-145.

文 献 紹 介

　ウマの獣医学領域において皮膚の創傷は一般的であり、四肢遠位と胸部に最も起こりやすい。また、ウ
マは他の動物種と比べて急激な組織の増殖を起こしやすく、それは初期炎症反応および白血球遊走の遅延
が原因と考えられている。組織学的検査では、創が完全に肉芽組織で覆われてからも線維芽細胞の増殖が
続いたという報告もある。
　ヒトや他の動物では、ハーブなどの環境因子や生理学的因子以外の物質が創傷治癒の調整のために使用
されており、多くの研究でその効果が示されてきた。ウマでもいくつかの植物療法製剤が局所的な創傷治
療に使用されてきたが、その一部は効果が無いどころか治癒過程に有害であり、炎症や肉芽組織の過増殖
を引き起こすという報告もある。
　創傷治療において、ひまわり油を使用する研究が1929年に始まった。ひまわり油は、アラキドン酸の前
駆体であるリノール酸を豊富に含んでいる。アラキドン酸は皮膚にある多価不飽和脂肪酸であり、プロス
タグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンの生成に関与する。これらの物質は炎症性メディエーター
として機能し、細胞外マトリックスの合成とともに、局所の血管新生、細胞の遊走、線維芽細胞の増殖お
よび分化を刺激する。また、ひまわり油は抗菌作用を有することが知られている。
　しかし、これまでウマの創傷治癒におけるひまわり油の研究は行われていない。本研究の目的は、健常
馬の腰部および管部に実験的に作成した創にひまわり油を局所適用し、その治癒過程に対する臨床的およ
び病理組織学的な影響を評価することである。

材料と方法
　7歳から12歳のクロスブレッド6頭（牡3頭、牝3頭）
を使用した。供試馬に対しキシラジンによる鎮静下
で、2%リドカインを使用して腰部に逆U字ブロック、
管部の中手骨近位端付近にリングブロックを行った。
腰部両側と両中手骨外側を刈毛し、5%ポビドンヨー
ド液および70%アルコールで消毒した。仙骨頭側

付近の腰部両側に2.5×2.5㎝2の創を左右2ヶ所ずつ、
両中手骨近位外側付近に1.7×1.7㎝2の創を左右2ヶ
所ずつ計8ヶ所の皮膚と皮下組織を切除した創を外
科的に作成した。全ての創は、デジタル測厚器を用
いて測定した。術後は、全てのウマにフェニルブタ
ゾン4.4mg/kgを24時間おきに3日間静脈内投与した。
　それぞれの部位に2ヶ所ずつある創の一方を処置
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群、他方を対照群とした。創を生理食塩水で洗浄
し、処置群ではひまわり油を含むガーゼで覆い、対
照群では生理食塩水を含むガーゼで覆った。左右の
創の片側を肉眼的評価に、他方を組織学的評価に使
用した。肉眼的評価（浮腫、充血、浸出液、肉芽組織、
痂皮）と面積測定は、手術当日と術後3日、7日、14日、
および21日目に行った。また、術後3日、7日、14日、
21日目に6㎜皮膚生検パンチにより創の周縁から生
検サンプルを採取し、病理組織学的検査を行った。
　創傷領域の大きさの解析には分散分析を、治癒期
間の比較にはStudent t testを使用し、P < 0.05を有
意差ありとした。

結果
　腰部の創では、処置群が術後21日目で創の面積
が有意な減少を示し、創傷収縮率は処置群が90.78%、
対照群が79.27%だった。術後21日目には処置群がほ
ぼ治癒していたのに対し、対照群は明らかな肉芽組
織を有していた。病理組織学的評価では、対照群で
14日目に炎症細胞および無秩序な膠原線維の浸潤を
伴う肉芽組織を認めた。一方、処置群では膠原線維
および線維芽細胞はより規則正しく配列されていた。
　管部の創では、両群間の創傷面積に有意差は無
かった。術後21日目の創傷収縮率は処置群が47.63%、
対照群が30.21%であり、対照群はまだ肉芽組織を有
していたのに対し処置群は痂皮を認めた。病理組織
学的評価では、7日目には両群に肉芽組織と炎症細
胞を認めたが、処置群ではすでにコラーゲン沈着が
始まっていた。処置群では21日目までに膠原線維の

再構築が起こっていたが、対照群は肉芽組織を形成
し続けていた。

考察
　一般的に、体幹部の方が四肢の創よりも効率的か
つ機能的に治癒することが知られているが、本研究
では腰部だけでなく管部においても創傷治癒過程に
おける膠原線維形成促進というひまわり油の局所投
与の効果が観察された。管部の創の完治には長期間
（31日）を必要とした。一方腰部の創は21日目でほぼ
完全に治癒した。腰部と管部間での治癒速度の違い
は、腰部が管部の創と比較して求心性収縮が大きく
肉芽組織が薄く痂皮形成が早いため、より早い治癒
過程をたどると考えられた。
　創は対照群も処置群も同じ方法で覆われ、包帯の
交換時に全ての創は湿潤に保たれていたことから、
本研究でひまわり油を用いて得られた結果は、創傷
の水分増加によるものではなく、含有されるリノー
ル酸やアラキドン酸の前駆体により炎症反応が刺激
されたと考える。
　肉芽組織は、対照群と比較して処置群で早期に観
察された。これはひまわり油の局所適用が肉芽組織
形成と上皮化を促進し、瘢痕化の過程を加速させて
いることを示唆している。

結論
　本研究より、ひまわり油はウマに対する効果的な
創傷治療法として使用できることが示された。
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学会見聞記

第38回組織細胞化学講習会
　組織細胞化学講習会は、1959年に設立された日本
組織細胞化学会によって開催されている。同会は学
術集会と講習会を分けて開催しており、学術集会が
最新の話題を採りあげ、アップデートな情報を提供
する場であるのに対し、講習会は初めて組織細胞化
学的研究を行う若い研究者や、原点に立ち返って基
本を確認したいベテラン研究者を対象にした基本的
かつ実用的な講演が主体であり、技法習得を提供す
る場として位置づけられている。
　今年度は平成25年8月1日（木）、2日（金）の2日間、
東京大学伊藤国際学術研究センターにて開催された。
特に今年は「組織細胞化学技法の基本をじっくりと、
確実に」をテーマとして14題の講演がなされ、その
多くが基礎的な内容であった。この講習会の内容は
年度毎に改訂され、来年は「じっくり学ぶ組織細胞
化学の基礎と応用そして未来」というテーマで開催
される予定である。今年度よりも発展的な講演およ
びウェットラボ（参加者が教わりながら実習する）が
予定されており、連続受講することで効果的なプロ
グラムになるように準備するとのことである。
　以下に、各自が興味を持って受講した講習内容を
報告する。

受講内容；
○免疫組織化学の原理と基礎

千田隆夫（岐阜大学大学院医学系研究科
解剖学分野）

　生体内のタンパク質分子の発現を調べる上で、
Immunoblotting法と免疫組織化学は極めて有効な
手段であるが、さらに目的に応じて使い分けること
が必要である。Immunoblotting法は標的とするタン
パク質分子の分子量を判別できるために正確にその
発現量を観察することができる反面、組織や細胞を
ホモジネートしたサンプルを用いるためにタンパク
質分子の局在についての情報を得ることはできない。
一方、免疫組織化学では標的とするタンパク質の抗

原性を組織切片上で証明することが可能であるが、
発現量に関しての正確な情報は得られない。免疫組
織化学にはさらに抗体を可視化する方法として酵素
標識法と蛍光標識法があり、それぞれに利点と欠点
が存在する。タンパク質の発現を調べる際には、自
分の実験系における目的に応じてこれらの手技を使
い分ける必要がある。必要な方法を選択したら、そ
の方法に適した固定法や観察装置を準備するととも
に、陽性対照実験と陰性対照実験も同時に実施する
ことを忘れてはならない。
　既に角膜上皮幹細胞の局在や抗原性に関する実験
で使用した手法であったが、基本を勉強せずにプロ
トコルのみを追いかけて実施していた。そのために
良い結果が出せなかった時も原因が分からずに途方
に暮れてしまったことを思い出したが、今回の講義
を聴講して当時の原因として思い当たる節がいくつ
か頭に浮かんだ。基本の大切さを改めて知った。

○画像解析の基礎
宮東昭彦（杏林大学医学部解剖学教室）

　現在、研究分野ではJavaアプリケーションの画像
解析フリーソフトであるImage Jが広く活用されてお
り、専用プラグインの開発も活発にすすめられている
ことから、数十万円もする市販の画像解析ソフトウェ
アと遜色ないものになっている。本会でも本年より開
始した低出力超音波パルス治療(LIPUS)に関する研究
で本ソフトウェアを用いた解析を実施しているところ
である。しかし、解析対照部位の選択に操作者の主
観や人為的エラーが介入することに不安を感じてい
た。この講義では、こういった主観的な部分を排除
するために、本ソフトウェアによる画像の均一化、二
階調化、選択など一連の処理をマクロ化できること、
さらに工夫次第で複数の画像に対して一括でバッチ
処理が可能であることが示された。本ソフトウェアの
習熟に努めて客観的な解析ができるよう努力したい。

（守山秀和）
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○免疫染色のトラブルシューティング
堤　　寛（藤田保健衛生大学医学部医学科病理学）

　免疫染色は染めることに苦労する時代が終わった
と言われ、近年では適切な病理診断のためのマー
カー選択と正しい結果判定が重視されている。言い
換えれば、最終ゴールとなる結果判定のためのトラ
ブルシューティングが強く求められている。これは
免疫染色を研究に応用しはじめた筆者においても重
要な課題であり、大きな期待を持って受講した。
　講演では、大きく分けて検体処理および染色技法
における「落とし穴」を確認することで、免疫染色の
適切な応用につながる例が示された。免疫組織化学
的検索における検体処理については、①新鮮凍結切
片、②有機溶剤で固定された標本のパラフィン切片
および③ホルマリン固定パラフィン切片の作製にお
ける注意点が細部にわたり解説された。総研臨床医
学研究室においては①および③が用いられており、
特に多用される③での抗原性賦活化や高感度化の操
作は、組織の性質や観察したい成分に合わせた適切
な方法で行わなければならないことを再認識した。
他の組織と異なる固定特性をもつウマの腱や蹄組織
標本の作製においては、これまで薄切標本の染色性
が安定しなかった原因を究明する手掛かりになると
思われ、染色プロトコルの改良に繋げられるよう応
用していきたい。また、染色技法については失敗例
と成功例を交互に紹介しながら理解しやすい解説が
なされ、少し気をつけるだけで染色の質が大きく変
わるケースが多々あることを認識できたことも収穫
となった。本講演に限らず、画像処理やレーザー顕
微鏡の活用などを含め、この講習会で得られた知識
を今後の研究に生かしたい。

（琴寄泰光）

○in situ hybridization法の原理と基礎
菱川善隆（宮崎大学医学部解剖学講座

組織細胞化学分野）
　ISHは組織切片上で、①特定の遺伝子発現状態と、
②その局在を明らかにする方法である。従来の免疫
染色では染色の対象となるのは主に蛋白質であるため、
ある細胞上で染色が認められたとしても、その細胞が
当該蛋白質を産生しているとは明言できなかった。す
なわち、分泌された蛋白質が何らかの過程でその細

胞に付着または結合しただけである可能性を否定でき
なかった。その点、ISHでは蛋白質産生の前段階であ
るmRNAそのものを検出できるため、その細胞が当該
蛋白質を産生していることを証明することができる。
　ISHは非常に有用で強力な分子組織細胞化学的解
析法であると言われる一方、適切な手技で実施され
なければ、アウトプットされた結果には何の意味もな
いとも言われている。これは、現在ではISH専用に開
発された機器が多く市販されており、ISHの過程にお
いて多少のミスがあったとしても、多くの場合、組織
染色が結果として現れてしまうことへの危惧を示して
いる（切片の脱落ミスやRNAaseの混入を除いて）。そ
のためISHにおいて、最も重要なことはこのアウトプッ
トされた結果が「真」の内容であるかどうかを厳しく検
討することであり、再現性、プローブ選択の再確認、
適格な対照実験の実施などにより信頼性を高めること
が必要不可欠であると考えられている。
　次にISHを実施するにあたっての基本的な注意点と
演者の実験上のコツを紹介する。ISHはRNAを検出
対象とするため、汗などに含まれるRNAase（RNA
分解酵素）の混入を防ぐことが重要である。試料とし
て培養細胞、凍結切片、パラフィン切片を用いること
ができ、固定液として演者は4％パラホルムを推奨し
ていた。組織固定と聞くと、長期間にわたり固定液に
つけたままにしがちであるが、演者によると48時間以
上の過剰な固定は避けるべきとのことであった。検出
プローブに関しては、オリゴDNAの取扱いが容易で
実験コストを抑えられる利点がある。そのプローブ設
計に関しては、長さを45塩基配列程度にして、多くの
ISH機器で対応している37－42℃のハイブリダイゼー
ション反応温度の範囲にすることが再現性を高めるコ
ツとのことだった。また、標識は様々な種類が市販さ
れており、各研究室で取扱いやすいもので良いらしい
が、演者は取扱いと反応の簡便さを兼ねそろえている
チミン二量体を推奨していた。
　本講習会では、組織に対する免疫学的手法の原理・
基礎を学ばせて頂いた。この技術を応用することで、
これまでは検出できなかった事象を観察することが可
能となるかもしれない。今回学んだ内容を今後の研究
業務に活かしたい。

（田村周久）



（86） 馬の科学　vol.51（1）2014

　平成25年8月23日に北海道苫小牧市内の日胆農業
会館で2013年度社台ホースクリニックカンファレン
スが開催され、超音波エラストグラフィの浅屈腱炎
診断への応用に関する研究について発表するため、
および馬生産地における症例報告や研究知見を得る
ために参加した。本カンファレンスは2008年から開
催されており、参加者はウマ生産地の臨床獣医師の
他にも大学や企業の関係者など幅広く、演題内容も
症例報告、研究調査および疫学など多岐にわたる。
6回目となる今回は参加者が90名、演題数が37題で
あり、子馬、育成馬、現役競走馬、繁殖牝馬、種牡
馬および老齢馬に関する幅広い知見を得ることがで
きた。どの演題も新規性のある興味深い内容であっ
たが、ここではその中から2題を紹介する。

〇サラブレッドの上部気道疾患に対するMobile 
Laryngoscope®による運動時内視鏡検査

加藤史樹（社台ホースクリニック）
　サラブレッドの上部気道疾患はパフォーマンスに
直結するため重要であるが、安静時の内視鏡検査だ
けでは診断できない病態があることが知られている。
これまでは高速トレッドミルを利用した運動時の内
視鏡検査が実施されてきたが、馴致に時間が必要と
なり、ウマの性格によっては安全上の問題があった。
その点、Mobile Laryngoscope®は内視鏡を頭絡に固
定し、記録用のノートパソコンを鞍下に収納するこ
とで、通常調教時に簡単に検査が行うことが可能で
ある。調教中に異常呼吸音を伴う症例22頭を対象と
して本検査を実施した。その結果、安静時内視鏡検
査では異常所見が認められなかった症例7頭のうち6
頭において何らかの異常所見がみられた。また、安
静時内視鏡検査後に更なる精査が必要と判断された
症例16頭のうち14頭において何らかの異常所見が認
められた。本検査の実施にあたって症例3頭で外傷
性の鼻出血が見られたが、それ以外に大きな問題は
起こらなかった。本装置を利用することで、安静時
内視鏡検査では判明し得なかった騎乗運動中の動的
な咽喉頭部の異常を確認することができた。本検査
の実施によって、治療方針に大きな影響を与える結

果を得ることができ、その後症状改善を目的として
外科手術が実施された症例もいる。以上のことから
非常に有用な検査方法であると考えられた。
　今後、検査頭数が増えることで、これまで診断で
きなかった病態がさらに明らかになることや、これ
まで認識されなかった異常が明らかになる可能性が
あると思われた。ますます重要な検査方法になるで
あろう。

〇サラブレッドにおける第三中手骨遠位掌側部のス
トレス性骨折

安藤邦英（BTC）
　第三中手骨におけるストレス性骨折として、背
側部皮質骨に発症する病態はよく知られているが、
遠位掌側部に発症する病態はあまり知られていな
い。演者はBTC診療所で同疾患と診断されたサラ
ブレッド種13頭の15肢について発生状況や治療経過、
その後の競走成績を調査した。その結果、発症時の
月齢は平均27.4 ヶ月（24-33か月齢）であり、発生時
の運動強度は12-25秒/Fであった。発症後の跛行グ
レードは様々であったが、多くの症例において常歩
での跛行が認められた。触診にて第三中手骨遠位掌
側部の軟部組織の肥厚および圧痛が明瞭であり、多
くの症例で球節の屈曲痛も認められた。X線検査に
おいて同部に不明瞭な骨折線とその周囲での仮骨形
成が確認された【図1、2】。また、発生直後と考えら
れる6症例では初診時のX線検査では診断がつかな
かったものの、再検査において明らかとなった。全
ての症例馬は1-3か月の休養にて跛行が消失し、騎
乗運動再開までの期間は骨折の程度によって2-4か
月の幅があった。また、発症から十分な期間が経過
していない1頭と本疾患と無関係な原因で不出走と
なった1頭を除く11頭すべてがその後レースに出走
した。発症から出走までの期間は平均224日（115日
-325日）であった。本疾患の発症初期にはX線検査
上の異常所見がわずかであるため、見過ごされてい
る可能性も考えられる。触診やX線検査において注
意深く観察することによって、早期診断を目指すこ
とが重要であると考えられた。

社台ホースクリニックカンファレンス2013
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　演者からは、同部のストレス性骨折が重篤な中手
骨横骨折につながった可能性がある症例を報告して
頂いた。早期の診断と十分な休養の必要性を強く感
じた。

（田村周久）

○サラブレッド当歳馬における駆虫プログラムの検
討課題

妙中友美（ノーザンファーム）
　当歳馬においてイベルメクチン（IVM）やパモ酸
ピランテル（PRT）に対する耐性を獲得した馬回虫

の消化管内寄生が問題となり、フェンベンダゾール
（FBZ）を投与する駆虫プログラムに変更したが、新
たな耐性の問題が明らかになったとの報告であった。
　2010年は生後1ヶ月にIVM生後2ヶ月でFBZ以後
2ヶ月ごとにFBZを投与して十分な駆虫効果が得ら
れていた。ところが2011年には同じプログラムで駆
虫したのに馬回虫に対する駆虫効果が得られなく
なった。
　そこで、2012年は生後1ヶ月にIVM生後2ヶ月で
FBZ以後毎月FBZによる駆虫を行なったが、馬回虫
に対する十分な駆虫効果が得られなかった。さらに、
これまで問題にならなかった円虫卵も高率に検出さ
れるようになった。
　当初十分な駆虫効果の見られたFBZであるが回虫
はわずか1年、円虫は2年で耐性を獲得したものが現
れ、問題になっている。定期的な虫卵検査を実施し
ている牧場はほとんどないことから、この研究成果
は大変貴重である。

（針生和久）

図1 図2

　私が所属する関東地区獣医師会が主催する産業動
物獣医学会では、牛と豚を中心とした発表が主体で
あり、馬を扱った報告はほとんど見られない。関東
地区獣医師会で本会職員が発表・聴講するメリット
はほとんどないことから、今回は北海道地区の獣医
師会主催学会に参加した。本学会では、25題の馬に
関する報告があり、それら発表者の所属はJRA（総
研および日高育成牧場）、NOSAI日高、北海道地区
の獣医系大学、軽種馬農協やBTCなどの公共性の
ある自治体の他、有名生産牧場および個人開業獣医
と幅広かった。しかし、繁殖関連や育成に関する
テーマが多くを占める一方、競走を意識した議題は
少なく、我々が競馬の世界で問題としている分野と、
北海道地区で問題となっている分野には温度差があ
ることも実感できた。その中で蹄病を扱った演者は
私一人だけであったものの、「消毒薬パコマを用い
た馬蹄の角質分解細菌感染性蟻洞の治療効果」につ

いては競走現場、乗馬、生産育成現場共通の問題の
一つであり、フロアからも活発な質問を受けた。そ
の他、馬の病態を解釈する上で参考となった演題に
ついてその概略を以下に記載する。

○若齢サラブレッドの大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢
胞の疫学調査

妙中友美ほか（ノーザンファーム）
　多数の育成期サラブレッドに対して、上記題目の
大腿骨疾患を、レントゲン撮影技術を用いて調査し
た内容であった。この仕事は、近年、生産育成現場
で活発に実施されているレポジトリーの一環として
行われたものであるが、本疾患をまとまった頭数を
用いて調査した報告は少ないことから貴重なデータ
と言える。また、これまで実施していた後膝の外側
方からのレントゲン撮影では、大腿骨遠位の外側顆
と内側顆が重複撮影されてしまう結果、上記の病変

北海道獣医師会大会ならびに北海道地区学会
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部を描出することが難しい。これに対して演者らは、
後膝を屈曲挙上させた上で外下方から内上方へ撮り
上げるような撮影方法を選択し、病変部を的確に捉
えていた点が評価できた。調査は２段階に分けられ
ており、まず、2008年から10年までの3年間におけ
る管理馬約1000頭中、大腿骨内側顆に軟骨下骨嚢胞
（以下SC）を発症し、ステロイド（トリアムシノロン）
の嚢胞内注入によって治療された14頭の追跡調査が
報告された。次いで、2011年から12年に生産された
1歳馬474頭中、大腿骨の内側顆域にレントゲン透亮
像が認められた12頭（うち3頭はSCと確定診断）の追
跡調査結果が報告された。結論を要約すると、内
側顆に透亮像があっても必ずしも跛行はしないこ
と、SCと確定できる嚢胞は直径1.5cmを超えるもの
が多いこと、SCでは跛行を呈する確率が高いこと、
SCに対するトリアムシノロン投与の跛行改善は個
体差が大きいこと、今回の調査ではSCに性差は無
かったこと、SC発症肢は右後肢が多いことが判っ
た。これより、獣医師は跛行の有無にとらわれずに、
とくに右大腿骨内側顆の透亮像に留意し、跛行した
場合には有効な確定診断技術を駆使して嚢胞を精査
する必要があると訴えていた。また、ステロイド投
与のみならず何らかの外科療法（例えば、嚢胞掻爬）
や再生医療の追加的処置が必要と考えているとのこ
とであった。

○子馬の肢軸異常（ALD）の手術適期について
佐藤正人ほか（NOSAI日高）

　ALDは、近年、削蹄および矯正装蹄の技術革新
により獣医師の診療を必要としないケースが増えて
いる。その一方で、改善を望めないにもかかわらず
蹄処置だけを続けた結果、ほとんど治療効果が期待
できない骨成長後期になってからあわてて外科手術
を要求されるケースも後を絶たない。では、蹄処置
だけでは改善しない場合、手術適期はいつなのか。
これが解れば、生産者の判断基準が一つ増えること
になり対策が立てやすい。そこで、ALD矯正術を
外科的に行った当歳馬224頭325肢について、手術時
期、手術内容、予後について調査した。調査対象
馬において出術部位の多い順から、腕節が156頭239
肢、球節が66頭84肢、飛節が2頭2肢であった。手術
日齢は、腕節49.2±39.0日、球節57.0±28.7日、飛節

37.5±10.6日であった。手術内容は骨膜剥離術が20
頭23肢、スクリュー・ワイヤー固定法が7頭7肢、ス
テープル法が60頭90肢、シングル・スクリュー法
が137頭196肢であった。このうち、良好に矯正され
た症例は179頭262肢を数え、その内訳は腕節53.9±
49.5日、球節44.4±21.0日であった。不完全な矯正で
インプラント抜去しなくてはならなかった23頭36肢
の手術手技には偏りがなく、また、手術日齢は腕
節45.1±26.9日、球節83.7±24.4日と、球節の日齢で
良好なものと不良なものの間に有意差が認められ
た。ALDに対する外科的矯正は骨端線が閉鎖して
しまってからでは効果がない。球節の骨端線の閉鎖
は他の関節より早いが、球節に関連したALDで矯
正の良、不良を決定した因子として骨端線の閉鎖時
期が関連していると推察され、手術適期と骨端線閉
鎖時期がリンクした結果となった。なお、腕節につ
いては、手術適期を推察することが今回はできな
かった。

○馬の超音波ガイド下における立位での脳脊髄液採
取および脊髄造影の検討

池田寛樹ほか（日高軽種馬農協）
　馬における脳脊髄液の採取は、馬原虫性脊髄脳炎
の診断、糸状虫の迷入の有無、ウォーブラー症候
群などの脊髄損傷の診断に有用な技術である。また、
脊髄造影のためにはクモ膜下腔への造影剤注入が必
要である。ところが、これまでに確立された小脳延
髄槽をねらった大槽穿刺、および腰部膨大後方の馬
尾をねらった腰椎仙椎間穿刺では、中枢神経細胞の
密な領域に近く穿刺することから、馬の体動で脊椎
損傷が起こりやすい上に、馬の尾背側からアプロー
チするには枠場が必要である。人馬の安全を考える
なら全身麻酔下で実施するのが良いが、神経症状を
伴う症例では全身麻酔が禁忌であるなどの制約があ
り現実的ではなかった。演者らは、近年海外で実
施され始めた、枠場を使わずに馬体の側方から立位
でアプローチが可能な第一・第二頚椎間穿刺術の有
用性を検証した。本法では、人馬ともに事故リスク
が少ないと考えられ、手技の確立は意義がある。演
者らの開発した方法は、デトミジン、ブトルファ
ノール、アセプロマジン鎮静下にてリニアプローブ
7.5MHzによるエコー観察下にて、項（うなじ）の側
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方から注意深くカテラン針（20G/70㎜）あるいはス
パイラル針（19G / 90㎜）を第一・第二頚椎間に穿刺
していくというものであった。本法で脊髄液を採取
できる時間は2分以内であり、採取量30mlが回収可
能であった。また、脊髄造影剤（オムニパーク240注、
1.5倍生食希釈）の注入も容易であった。競走馬臨床

に即座に応用しなければならない技術ではないもの
の、脊髄液採取の必要な神経症状を呈す馬の診断に
有効である点から、競走馬総合研究所でも検討して
いい内容と考える。

（桑野睦敏）

　本研究会が発足したのは、ウマの心電図のT波や
QRS波の向きがヒトの心電図と違うことにヒト心電
図研究の大御所の先生方が大いに興味を抱いたこと
がきっかけとなっている。心電図学を発展させるた
めには、医側の研究者と動物側の研究者が集まるこ
とのできる共通の勉強の場を作ることが重要である
という趣旨で研究会が開始されたわけである。ウ
マの心電図の特徴が研究会発足の1つの契機になっ
たこともあり、JRAの天田明男、東京大学の澤崎坦、
東京農工大学の桐生啓治らウマの研究者が動物側の
世話人として研究会の運営に関与していた。医側の
世話人となった先生方は、順天堂大学の岡田了三、
藤田保健衛生大学の渡部良夫、東京大学の杉本恒明
らをはじめとする心電図研究の第1人者ばかりであ
り、比較動物学的な面からみた動物の心電図に関し
ての熱い議論がなされたようである。
　会員制を取らず年会費は徴収しないので、年1回
開催される研究会の参加費と企業賛助金だけが収入
であるという小さな研究会であるが、40年の長きに
わたって存続している。特に医側の先生方の関心は
高く、日本における心電図研究の最前線の研究者が
参加している活発な研究会でもある。研究会が発足
した40年前当時は、心電図研究は医学分野において
も黎明期であり、動物側と医側の研究レベルにはそ
れほど大きな差はなかったようであるが、近年にお
いては、医側のレベルに動物側（獣医）がまったくつ
いていけない状況にあるというのが、残念ながら正
直な印象といえる。
　今回のシンポジウムは「遺伝子異状による不整脈
疾患を考える－モデル動物からヒトの臨床まで」の
テーマで、以下の5演題が発表された。

1．遺伝性不整脈のオーバービュー：清水渉（日本医
科大学）

2．Brugada症候群－診断・治療に残された問題点：
里見和浩（東京医科大学八王子病院）

3．カテコールアミン誘発性多形性心室頻拍のモデ
ルマウス：桑原正貴（東京大学）

4．犬および猫の不整脈源性右室心筋症：町田登（東
京農工大学）

5．QT延長症候群- genotype-phenotype correlation
とpersonalized medicine：古川哲史（東京医科歯
科大学）

　以上のうちから、興味の持たれた内容について簡
単に紹介する。

○カテコールアミン誘発性多形性心室頻拍のモデル
マウス

桑原正貴（東京大学）
　小児において、種々のストレスにより誘発され、
ニ方向性心室頻拍など特有の心電図所見を示す多形
性心室頻拍が報告され、これらの不整脈の発生はカ
テコールアミンと関係があることから、カテコール
アミン誘発性多形性心室頻拍と呼ばれるようになっ
た。この症候群の家系には急死例が多く、常染色体
劣勢遺伝形式をとり、CASQ2遺伝子異常がある例
が報告されている。CASQ2タンパク質は心筋の筋
小胞体における主要なCa貯蔵を担っている物質で
ある。また、常染色体優勢遺伝形式をとり、その原
因遺伝子として、心臓リアノジン受容体遺伝子の変
異が関与することも明らかになってきた。
　突然死症例においてリアノジン受容体における

第40回比較心電図研究会
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R420W変異があらたに発見されたので、この変異
をノックインしたマウスモデルを作り、その心電図
学的特徴を検討した。実験には、ワイルドタイプ、
ヘテロ、ホモの雄個体を6匹ずつ使用し、イソプロ
テレノール、アドレナリン、アドレナリンとカフェ
インの腹腔内投与を行なった。コントロール記録に
おいても、ホモとヘテロには期外収縮が認められた
が、ワイルドタイプには認められなかった。イソプ
ロテレノール投与によっては、本疾患が示す典型的
なニ方向性心室頻拍は認められなかった。一方、ア
ドレナリンとカフェインの投与によっては、心室頻
拍や三連脈を示す個体が認められ、その出現頻度は
ホモのほうがヘテロよりも多かった。これらのこと
から、R420Wの変異が突然死を誘発した可能性が
示唆されるとともに、本疾患の詳細な検討に有用な
モデル動物となるものと考えられた。

○犬および猫の不整脈源性右室心筋症
町田　登（東京農工大学）

　不整脈源性右室心筋症（ARVC）は、右心室の心筋
層が脂肪組織または線維脂肪組織によって進行性に
置換される原発性の心筋疾患である。ARVCは重症
不整脈や突然死を引き起こすのが一般的であるが、
右室収縮不全やうっ血性心不全を起こすこともある。
ヒトのARVCはプラコフィリン2、プラコグロビン、
デスモプラキン、デスモグレイン2など心筋細胞の
デスモゾーム構成タンパクをコードしている遺伝子
の異常によって、常染色体優勢遺伝形式によって発
生することが知られている。
　犬のARVCに関しては、ボクサー犬に発生するユ
ニークな心疾患が報告され、ボクサー心筋症と名付
けられたが、後にヒトのARVCに相当することがわ
かった。ボクサーのARVCは常染色体優勢遺伝形式
をとることが知られているが、遺伝パターンはまだ
明らかにされていない。また、ARVCボクサー犬の
心臓では、リアノジン受容体およびカルスタビン2
の発現が低いことが知られているものの、特定の遺
伝子変異は見いだされてはいない。報告例の多くは
ボクサーであるが、我が国ではシェットランドシー

プドッグ、ラブラドールリトリーバー、ブルドッグ、
ダルメシアンにおける発生例がある。ボクサーにお
ける心電図をみると、左脚ブロック形態を示す心室
期外収縮や心室頻拍が記録されることが多く、突然
死も4割程度に認められている。わが国で観察され
た4症例でも、左脚ブロック形態を示す非持続性の
心室頻拍が記録され、いずれの例も突然死している。
　猫のARVCに関しては、発生は少なく、3編の報
告がみられるのみで（合計雄8例、雌7例）、好発品種
や遺伝性などについてはよくわかっていない。猫
のARVCでは右室壁は著しく菲薄化し、最終的には
うっ血性心不全をきたす。観察される不整脈は、心
室頻拍、心室期外収縮、上室頻拍、心房細動、右脚
ブロック、房室ブロックなど多種にわたる不整脈が
観察されており、犬やヒトのARVCとは若干異なる
症状がみられるようであるが、病態の詳細は明らか
ではない。

○QT延長症候群-genotype-phenotype correlation
とpersonalized medicine

古川哲史（東京医科歯科大学）
　先天性QT延長症候群はチャネル病研究の草分け
であり、1991年に11番染色体短腕への連鎖が報告
され、1995年にKCNH2遺伝子の変異が報告された。
その後、合計13個の原因遺伝子が同定され、なか
でも、LQT1、LQT2、LQT3が約90%を占めている。
先天性QT延長症候群では、治療により予後が著し
く改善されること、また遺伝子異常に基づき特異的
な治療選択を行なうことのできる唯一の疾患である
ので、正確な診断が重要である。それぞれの遺伝子
により心事故を起こすシチュエーションに特徴があ
り、LQT1は運動中や衝動興奮時、LQT2は音刺激
と低カリウム血症時、LQT3は睡眠時に発作を起こ
すことが多い。LQT2で音刺激や低カリウム血症が
不整脈を起こすメカニズムについては、イオンチャ
ンネルの構造変化がおこるという新しい仮説が最近
提出された。

（平賀　敦）
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○肺アスペルギルス症の病原性を抑制するマイコウ
イルス

高橋　梓ら（千葉大学真菌医学研究センター）
　肺アスペルギルス症は主にAspergillus fumigatus
によって引き起こされる真菌感染症で、呼吸器に病
巣を形成するほか、全身の臓器に播種して重篤化す
る症例も見受けられる。医療用抗真菌薬は、種類が
少ないうえに副作用や薬剤耐性菌の出現といった
問題も抱えており、新たな薬剤の開発が強く望ま
れている。演者らは糸状菌に特異的に感染する「マ
イコウイルス」に着目した研究について発表してい
た。マイコウイルスについてはこれまでに、農業分
野において、イネなどの病原糸状菌の病原抑制に対
する有効性が報告されている。しかし、ヒトの病原
糸状菌のマイコウイルスに関する報告は非常に少な
く、マイコウイルスを利用したヒト真菌症の制圧に
関しては、期待されつつもほとんど研究がなされて
いない。本研究では新規抗真菌薬の開発を目標とし
て、ヒト病原糸状菌の弱毒化に関与するマイコウイ
ルスを探索し、その性状解析と病原性抑制メカニズ
ムについて解析していた。ウイルスは、国内で分離
されたA. fumigatus 44株からマイコウイルスのゲノ
ムである二本鎖ＲＮＡを精製する手法により、４
株のマイコウィルス保有株を検出した。これらの
ゲノム配列を次世代シークエンサー（Roche社GS 
junior/illumina Miseq）を用いて解読したところ、新
種のウィルスであることが明らかとなった。次に、
単胞子分離法によりウイルスフリー株の作製を行
い、得られたウイルスフリー株とウイルス保有株を
マウスに経気道感染させ、致死率を比較した。その
結果、あるウイルス保有株ではウイルスフリー株に
比べてマウスの致死率は低下していた。このマイコ
ウィルスが感染している株の性状について解析した
ところ、胞子数の減少、コロニー形態の異常、菌糸
形態の異常が観察された。演者らは以上の成績から、
A. fumigatusの病原性を抑制するためにマイコウイ
ルスは有用であると報告していた。
　競走馬においても様々な真菌感染症が知られてお
り、その治療に関しては苦慮する場合が少なくない。

抗菌薬による細菌や真菌の治療においては、耐性の
出現と新薬開発のイタチごっこで、それを打破する
ためにはこのようなウイルスを利用する方法も有効
なのかもしれない。本発表は非常に興味が持てる内
容であった。

○エラスターゼによるヒト鼻粘膜上皮バリア機能へ
の影響

野村一顕ら（札幌医科大学）
　緑膿菌は弱毒菌であるため健常者に感染を引き
起こすことはほとんどないが、免疫不全など全身
的、あるいは慢性呼吸器感染症など局所的な感染
防御機構が低下した場合に原因菌となることがあ
る。緑膿菌は、色素やムコイド、外毒素など、本菌
特有の多種類の物質を産生する。これらの物質の中
でもエラスターゼは、菌が宿主細胞に侵入し定着す
る際に作用すると考えられており、蛋白質を分解す
るプロテアーゼの一つである。緑膿菌が産生するエ
ラスターゼは、ヒト気管の上皮細胞においてはタイ
ト結合の破壊および細胞骨格の再構成により上皮細
胞間隙の透過性を増加させ、上皮バリア機能の低下
を導くと考えられているが、ヒト鼻粘膜上皮細胞で
はその影響及び機序は不明である。演者らは、ヒト
鼻粘膜上皮細胞のバリア機能に対するエラスターゼ
の影響について報告していた。検索は、手術で摘出
したヒト鼻粘膜組織から分離培養したヒト鼻粘膜細
胞を用いた。これに、緑膿菌産生エラスターゼを添
加し、30分後、1時間後、2時間後、4時間後のタイ
ト結合分子およびその調節分子などの発現状況を
PCR、Western blot、 免疫染色で検索していた。そ
の結果、以下の成績が得られた。（1）エラスターゼ
により一過性に一部のタイト結合蛋白の発現に低下
がみられ、その調節機構は分子間で異なる可能性が
示された。（2）緑膿菌産生エラスターゼ添加ヒト鼻
粘膜上皮細胞においては、タイト結合への直接的な
作用の他にPAR2を介した作用があると考えられた。
（3）緑膿菌産生エラスターゼによるタイト結合蛋白
の変化は、いくつかのシグナル伝達経路を介してい
ることが示唆された。

第45回日本臨床分子形態学会学術集会
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　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で実
施されているスポーツサイエンスの学会である。研
究者自身もトレーニングにいそしんでいる人が多い
せいか、マッチョな参加者の多い学会大会である。
以下に興味を引いた演題をいくつか紹介したい。

○低酸素環境下における高強度間欠的スプリントト
レーニングの効果

笠井信一ら（立命館大学）
　低酸素環境下および通常酸素環境下で高強度間欠
的スプリントトレーニングを行ない、低酸素環境下
で行なう無酸素性トレーニングの効果を検討した。
女子球技選手32名を16名ずつ低酸素群と高酸素群に
分け、週2回のトレーニングを4週間実施した。ト
レーニングには高強度間欠的ペダリング運動を用い、
全8回のトレーニングを低酸素環境（14.5%）あるいは
通常酸素環境（20.9%）で実施した。その結果、間欠
的ペダリングテストにおける最高パワーは、低酸素
群ではトレーニングにより有意に増加したが、通常
酸素群では有意な増加は認められなかった。平均パ
ワーは両群で増加したが、その増加率は低酸素群で
有意に大きかった。また、最大酸素摂取量には両群
間で差はみられなかった。これらの結果から、低酸
素環境下で行なう高強度間欠的トレーニングは、無
酸素性パワーの増加に有効であることが明らかに
なった。

○低酸素環境下における間欠的スプリントトレーニ
ングの効果　－トレーニング期間中における発揮パ
ワーの変化に着目して－

水野沙洸（立命館大学）
　低酸素環境下における4週間の間欠的スプリント
トレーニング中の無酸素パワーの経時的変化を観察

した。女性球技選手32名を低酸素群（14.5%）あるい
は通常酸素群（20.9%）に分け、週2回、4週間にわた
り、間欠的スプリントトレーニング（7秒間全力ペダ
リング×10セット、10～ 20秒間の休息をはさんで2
回）を実施した。その結果、1回目の発揮パワーに対
する変化率であらわすと、最高パワーはトレーニン
グ3回目において低酸素群が有意に高くなった。ま
た、平均パワーは、低酸素群ではトレーニング4回
目に、通常酸素群ではトレーニング8回目に1回目と
比べて有意に高くなった。これらの結果から、低酸
素環境下での間欠的スプリントトレーニングによる
無酸素パワーの向上は、週2回・2週間程度のトレー
ニングで生じることが確認された。

○高酸素下での高強度インターバルトレーニングの
効果

中垣浩平ら（国立スポーツ科学センター）
　高酸素環境下での高強度インターバルトレーニン
グが無酸素性および有酸素性運動能力におよぼす影
響を検討した。男子学生18名を対象にして、通常酸
素（20.9%）あるいは高酸素（60%）を吸入しながら自
転車エルゴメーターによる高強度インターバルト
レーニングを週に2回、3週間にわたり実施した。そ
の結果、高酸素群ではトレーニング中の酸素飽和度
の低下は認められなかった。最大酸素摂取量は両群
で増加したが、群間で有意差は認められなかった。
最大下運動時の血中乳酸濃度は高酸素群でのみ低下
した。90秒間全力ペダリング中の有酸素エネルギー
供給量は両群とも増加したが、無酸素性エネルギー
供給量は通常酸素群でのみ有意に増加した。これら
の結果から、高酸素環境下での高強度インターバル
トレーニングは有酸素性能力の改善に、無酸素下で
は無酸素製能力の改善に効果的であることが示唆さ

　競走馬では、競走中にダート馬場の砂塵が角膜に
当ることで創傷性角膜炎を引き起こすことがある。
JRAではこの発症を予防するために、競走直後に精
製水による目洗いと眼軟膏の塗布が実施されている。

しかしまれに緑膿菌による角膜炎に移行して重症化
する競走馬もいることから、この様な緑膿菌の病原
性に関する発表は非常に興味が持てる内容であった。

（片山芳也）

第68回日本体力医学会大会
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れた。
　これら3演題はいずれも、酸素濃度が低い条件下
におけるトレーニングは無酸素性パワーの増強に適
しているという内容である。吸入気酸素や気圧を変
化させて行なったその他の演題においても、基本的
に同様な現象が報告されていた。

○各種哺乳動物の全身における筋機能特性と線維特性
谷　裕樹ら（山口大学）

骨格筋の適応様式に関する基本的情報を得るため
に、体重の異なる哺乳類の骨格筋構造特性を比較し
た。19種類の哺乳類（マウス・ラット・ネコ・イヌ・
カピバラ・ニホンザル・ヒト・チータ・ライオン・
ポニー・シマウマ・サラブレッド・ウシ・キリン・
ラクダ・ゾウ）から平均25種類の骨格筋を採取した。
骨格筋線維タイプをTypeⅠ、TypeⅡa、TypeⅡ
x/b線維に分類し、体重と各指標との相関関係を求
めるとともに、一部の筋ではミオシン重鎖（MHC）
の解析を行なった。その結果、MHCⅠとMHCⅡa
は多くの動物で同定された。TypeⅠ組成と体重の
有意な正相関が数多く認められたのは、前肢部の筋
群であった。一方、後肢筋群においては両者の関係
は希薄であった。
　体重の重い動物ほどTypeⅠの割合が高くなって
いくという結果が得られており、概ね仮説どおりの
データとなっているが、動物種によって抗体に対す
る反応性が異なる成績もみられ、動物種による相違
があって興味深い研究である。

（平賀　敦）

○1日2回行うスプリントトレーニングの効果
伊地知敏晃ら（立命館大学）

　1日2回行う有酸素トレーニングは1日1回のトレー
ニングに比較して、筋グリコーゲン量の増加や有
酸素運動能力の向上に対する効果が大きいことが
示されている（Hansen et al. 2005）。1日2回行うスプ
リントトレーニングの効果を、1日1回行う同様のト
レーニングと比較することを目的とした。健常男性
20名を、1日1回スプリントトレーニング（30秒全力
ペダリング×3セット）を行う群（1日1回群）と1日2回
行う群（1日2回群）に分けた。1日1回群は週5日、1日
2回群は週2-3回・1日2回のトレーニングを4週間に

わたり継続した（トレーニング回数は両群ともに20
回）。30秒全力ペダリング運動時の最大パワーおよ
び平均パワーは両群ともに増加した。最大酸素摂取
量は両群ともに増加した一方で、1日2回群でのみ漸
増負荷運動時における血中乳酸濃度4 mmol/l相当強
度（OBLA）の向上が認められた。外側広筋における
クレアチンリン酸濃度（磁気共鳴分光法により評価）
には両群ともに変化は認められなかった。1日2回行
うスプリントトレーニングは1日1回行うトレーニン
グに比較して、乳酸代謝能の改善に対する効果の大
きいことが示唆された。
　この発表やHansenらの研究から考えると、筋グ
リコーゲンが減少している状態でのトレーニングは、
有酸素トレーニングおよびスプリントトレーニング
両方で効果が大きいようである。サラブレッドの一
般的な追い切り調教ではグリコーゲンは枯渇までは
しないが、25-50%程度は減少していることが我々
の研究から判明している。運動器疾患の発症リスク
をコントロールできることが条件にはなるが、筋グ
リコーゲンが減少するまで追い込んだ状態で2本目
の調教を行うことには大きな意義があるようである。

○運動後の温熱刺激は、持久的トレーニングによる
骨格筋ミトコンドリアの適応を増強する

田村優樹ら（東京大学大学院）
　持久的トレーニングの効果を高める方法として温
熱刺激の可能性に着目し、運動後の全身性温熱刺
激が、持久的トレーニングによる骨格筋ミトコン
ドリアの適応に与える影響を明らかにすることを
目的とした。ICRマウスを対照群、持久的トレーニ
ング群、全身性温熱刺激群、持久的トレーニング+
全身性温熱刺激群に分類した。持久的トレーニング
群は、トレッドミル走行（25 m/min、30 min）を実
施した。全身性温熱刺激群は、暑熱環境（40 ℃、30 
min）に曝露した。持久的トレーニング+全身性温熱
刺激群は、トレッドミル走行直後に暑熱環境に曝露
した。3週間のトレーニング期間後に骨格筋のヒー
トショックプロテイン72、ミトコンドリア酵素活性
（CSおよびβ-HAD）およびタンパク質量（COX IV）
を測定した。いずれの測定項目においても、持久的
トレーニングと全身性温熱刺激の主効果が認められ
た。運動後の全身性温熱刺激は、持久的トレーニン
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グによる骨格筋ミトコンドリアの適応を相加的に増
強することが明らかになった。
　この発表では速筋線維が多い足底筋を用いている
そうであるが、遅筋の多いヒラメ筋においても同様
の結果が得られており、このような反応は筋線維タ
イプに関係なく発生していることが示唆されてい
る。また、この研究ではケージ自体をヒーターで囲
い、40 ℃、30分間の暑熱環境にマウスを曝露して
いた。演者によると、この環境はかなり過酷であり、
温度や曝露時間が多少変わるだけで、多くのマウス
が死亡してしまうという。サラブレッドをここまで
過酷な環境に曝露することはあまり現実的ではない
が、常磐支所や函館競馬場のでは、通常38～ 40 ℃、
15分間の温泉療法を実施している。今回の実験でマ
ウスの体温が何度まで上昇したのか、また温泉療法
でウマの体温が何度まで上昇するのかは不明である
が、もしかしたら温泉に入ることによって、ミトコン
ドリアの適応を増強することができるかもしれない。

○酪酸は運動能力および骨格筋ミトコンドリア機能
を増加する

管　唯志ら（立命館大学、北海道大学大学院）
　近年、いくつかの自然化合物において運動能力を
増加させる効果があることが明らかにされている。
本研究は、短鎖脂肪酸である酪酸に着目して運動能
力および骨格筋ミトコンドリア機能に及ぼす効果を
検討した。C57BL/6マウスを酪酸の非摂取群（CON

群）および摂取群（BUT群）に分けて10週間飼育した。
運動能力は、小動物用トレッドミルを用いて仕事量
および最大酸素摂取量により評価した。骨格筋ミト
コンドリア機能は、酵素活性および遺伝子発現によ
り評価した。CON群に対してBUT群では運動能力
および骨格筋ミトコンドリア機能の有意な増加が認
められた。また、運動トレーニングと酪酸の併用効
果を検討した結果、CON群に比較してBUT群にお
いて運動能力および骨格筋ミトコンドリア機能の有
意な増大作用が認められた。さらに、高脂肪食誘発
性の糖尿病マウスでは、CON群に比べてBUT群で
は肥満やインスリン抵抗性の発症が抑えられただけ
でなく、運動能力および骨格筋ミトコンドリア機能
の低下も抑制された。これらの結果から、酪酸は運
動能力および骨格筋ミトコンドリア機能を増加させ
る効果があることが示唆された。
　そもそも草食動物においては、セルロースが嫌気
発酵して酪酸などの短鎖脂肪酸を生成し、さらにβ
酸化によりアセチルCoAに分解され、クエン酸回路
を介してエネルギー源として利用されている。この
ような栄養摂取形態の違いが存在するため、雑食動
物であるマウスと同様に運動パフォーマンスや骨格
筋ミトコンドリア機能向上の効果が付加されるかど
うかは不明であるが、ぜひ調べてみたい自然化合物
である。

（向井和隆）

　形成外科は欠失した部位を美容的、機能的に再建
する分野の外科学である。今回の学会のテーマは「形
成外科橋渡し研究の最前線」であり、臨床医学に展
開・応用されるために基礎研究の成果をまとめるこ
とが目的とされ開催された。シンポジウムには先進
的な細胞治療や組織培養治療に関する内容が取り上
げられ、一般演題においても再生医療分野の研究が
多く報告されていた。その中から特に興味深い演題
を報告する。

○下肢虚血モデルマウスにおける皮下脂肪組織由来
幹細胞（ADSCs）の血管新生能　－新鮮分離と培養
法－

陶山淑子ら（鳥取大学医学部）
　培養したADSCs（cADSC）は、虚血組織において
血管新生能を有することが示されている。臨床にお
いてcADSCsの利用には待機手術やバンク機能が必
要な一方で、新鮮分離法によるADSCs（fADSCs）
は同時手術ができる利点がある。そこで、ラット由
来cADSCsとfADSCsの性質と血管新生能の違いを

第22回日本形成外科学会基礎学術集会
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in vivo と in vitroで検討した。
　その方法として、新鮮分離したfADSCsを4世代
培養したものをcADSCsとして、それぞれについて
CD31、CD34、CD45、CD90の細胞表面マーカーお
よびVEGF、HGF、FGF-2の血管新生因子発現量を
解析した。また、下肢虚血モデルマウスを作成し、
内転筋にcADSCs、fADSCs、生食コントロールを
投与し3群間の血行環流比(虚血側/非虚血側)をドッ
プラー血流計によって測定した上で、内転筋毛細管
密度も測定した。
　その結果、cADSCsの細胞表面マーカーはCD90
が99.3％と有意に高く、fADSCsはCD31が7.8％、
CD34が0.7％、CD45が13.3％と有意に高かった。血
管新生因子発現量はいずれもfADSCsが有意に高
かった。下肢虚血モデルでの実験ではコントロール
と比較するとcADSCsはいずれも有意差がなかった
が、fADSCsでは有意差がみられた。
　これらのことから、fADSCsはcADSCsと比較し
て高い血管新生能を有すると考えられ、その理由と
して細胞群の構成比が変化することが考えられた。
　血管新生作用は、治癒促進の第一歩として注目さ
れている作用である。今回の実験において、培養を
必要とせず、すぐに利用できるfADSCsのほうが高
い血管新生作用を示したことは臨床現場での応用に
おいて有利であると考えられる。その一方で、即時
使用には多くの脂肪量が必要である点（今回はラッ
ト1頭に投与するためにラット5頭分の脂肪が必要で
あった）や、fADSCsには幹細胞以外の血管内皮細
胞なども多く含まれており、それらの細胞表面にも
今回測定した細胞表面マーカーが含まれていること
から、必ずしも幹細胞（ADSCs）だけに焦点を絞っ
た結果になっていない点についてフロアから意見が
あった。

○下肢虚血に対する徐放型塩基性線維芽細胞増殖因
子（徐放型bFGF）と脂肪組織幹細胞（ASCs）の混合
移植による血管新生補強効果

石原久子ら（順天堂大学医学部）
　これまでに徐放型bFGFは局所における強力な血
管新生作用を有することが報告されているが、その
新生血管の成熟化および機能的な血管形成に関して
は課題が残っている。一方ASCsにも血管新生効果
があり、特にVEGF、TGF-β、IGF-1などのパラク
ライン効果による創傷治癒に複合的に影響してい
る。そこで、徐放型bFGFとASCsの混合移植によっ
て、再生血管がより構造的に補強されることを考え
て、下肢虚血モデルによるin vivoの実験を実施した。
　その方法として実験群1；bFGF+ASC1×10^6、
実験群2；bFGF+ASC1×10^4、実験群3；bFGFの
み、実験群4；ASC1×10^6のみ、実験群5；生食　
の5群を設定し、レーザードップラーを用いた血流
評価と組織免疫学的観察（αSMA、CD31、CD146）
を実施した。
　その結果、レーザードップラーによる血流評価で
は実験群1が他群と比較して有意な血流改善を認め
た。移植7日後の血流評価では、1→2→3→4→5の順
に血流が改善した。また、組織学的な評価において、
実験群1の新生血管は他群よりも顕著であった。
　これらのことから、徐放型FGFとASCsの混合移
植は血管新生効果を増強させ、新生血管に構造的な
補強効果をもたらしたと考えられた。
　bFGFはin vitroにおいても培養細胞の増殖率およ
び遊走率を高める作用が数多く報告されており、創
傷治癒の分野においては一般的な臨床応用もなされ
ている。本実験で示された結果からも、bFGFによ
る血管新生効果は大きいことが示唆されている。こ
の血管新生効果には、移植皮弁・臓器において血
管を強く誘導する効果が期待される。その一方で
ACSsを含めた幹細胞に関する治療効果の機序につ
いては不明な点が多く、bFGFとACSsの混合投与
がどのように作用して血管新生効果増強をもたらし
ているのかも不明である。今後のさらなる研究に期
待したい。

（田村周久）
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第29回日本ストレス学会学術総会
　平成25年11月8日～ 9日の2日間にわたり、第29
回日本ストレス学会学術総会が、「社会に貢献でき
るストレスバイオロジー研究をめざして」をメイン
テーマとして、徳島大学大塚講堂において開催され
た。特別講演2題、教育講演2題、シンポジウム4題、
ランチョンセミナー 3題、一般講演36題、県民公開
講座2題の発表があった。以下に、印象的な演題に
ついて紹介する。

○ストレス・疲労の科学と健康科学イノベーション
渡辺恭良（理化学研究所、大阪市立大学）

　半年以上持続する疲労で苦しんでいる人達が国民
の40％近く存在するにも関わらず、これまで「疲労」
に対する本格的な研究は少なかった。疲労は日常生
活における様々なストレスの延長戦上にあり、未病
の最たるものである。また、疾患においても、感染
症・がん・腎疾患・消耗性疾患・慢性疲労症候群の
一大症状として全身倦怠感に対する系統的な療法を
未だに有していない。疲労により作業の能率や運動
の効率が下がることは誰もが経験しており、現代の
高齢少子化社会、経済悪化社会を鑑み、よりよい回
復方法や過労予防法を探って行くことは、重要な医
学・社会的課題である。
　演者らは、平成11～ 16年度、文部科学省科学技
術振興調整費「疲労および疲労感の分子・神経メカ
ニズムとその防御に関する研究」により26の大学・
研究機関との班研究、平成16～ 20年度の5年間、文
部科学省21世紀COE（center of excellence:優秀な頭
脳と最先端の設備環境をもち、世界的に評価される
研究拠点のこと）プログラム「疲労克服研究教育拠点
の形成」として、国際疲労研究センター、疲労クリ
ニカルセンター、抗疲労食薬環境空間開発センター
の3本柱を形成しつつ、様々な原因による疲労のメ
カニズム、疲労バイオマーカーによる定量化、脳
機能イメージングやPET分子イメージングを駆使
した疲労の脳科学、それらを基にした抗疲労・疲労
克服薬に関する研究を進めてきた。その成果は、疲
労の分子神経メカニズムについては、1）生体酸化に
よる問題と修復エネルギー不足の重要性、2）過労死

前の内分泌系破綻、3）慢性疲労時の自律神経・脳機
能低下のメカニズムに関する確かな手がかり、また、
疲労臨床研究としては、4）疲労質問紙の確立、5）疲
労バイオマーカー開発、6）慢性疲労検査項目の樹立、
7）慢性疲労症候群の治療法の開発・試験、8）人工透
析時の疲労に関する解析と介入試験、抗疲労研究
においては、9）抗疲労製品開発のためのバイオマー
カー探索・樹立、10）抗疲労食品・製品臨床試験の
ガイドラインの創成、などがあげられる。これらの
成果の活用・実用化を、本年開所した大阪市立大学
健康科学イノベーションセンタ̶で産官学連携事業
として行われている。

○新しいストレスバイオマーカーとしての
d-ROMstest, BAPtest, 修正BAP/d-ROM値

永田勝太郎（国際全人医療研究所）
　疲労などの慢性ストレスの指標として「酸化スト
レス」の評価は重要である。従来、8-OHdGなどが
用いられてきた。近年、イタリアで開発された機
器を用いて、d-ROM（reactive oxygen metabolites 
: 酸 化 ス ト レ ス ）、BAP（biological antioxidant 
potential : 抗酸化力）の測定は簡便に実施することが
でき、しかもコストも安い。また、酸化ストレスと
いう攻撃因子と生体の包括的抗酸化力という防御因
子も測定できる。演者らは、絶対的健常者のサンプ
ル測定から、d-ROM、BAPの日本人の正常値を求め、
そこから、修正BAP/d-ROM値（修正比：潜在的抗
酸化能）を算出する方法を創案した。また、カテコー
ルアミン、コルチゾール、心拍変動（HRV）などの
従来のストレスマーカーとの相関も検討した。
　方法は、絶対的健常者50例を用いて、d-ROM、
BAPを測定し、その結果から修正比を算出した。ま
た、一般の日本人1696例について、d-ROM、BAP、
修正比を検討し、他のストレスマーカーとの相関に
ついても検討した。
　結果は、日本人の絶対的健常者のd-ROM値は、
284.6±17.5CARR Uで あ り、BAP値 は、2137.1±
226.0μMであった。修正比は、BAP/dROM/7.510
から算出され、1.000±0.131であった。一般の日本
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人のd-ROM値は年齢に相関して上昇し、BAP値は
下降し、修正比は著しく下降した。他のストレス
マーカーとの関連では、d-ROMは、ノルアドレナ
リンやコルチゾールといった攻撃的因子と正の相関
があり、BAPは、DHEA-S（デヒドロエピアンド
ロステロンサルフェート）のような防御的因子と正

の相関があった。また修正比は、両者のバランスを
よくあらわしていると考察していた。これらのこと
から、演者らは、人間の慢性ストレス状態の個別的
な評価に、d-ROM、BAP、修正比が有用であると
結論していた。

（石田信繁）



（98） 馬の科学　vol.51（1）2014

「馬の科学」編集規定
昭和39年１月20日設定
平成18年３月29日改定
平成21年１月４日改定
平成23年６月６日改定

１．発刊の目的
本誌は、馬についての自然科学、社会科学および人文科学に関する内容の普及と啓発のための和文記事を掲

載する普及誌（学術誌ではない）とする。
２．投稿資格
投稿は、日本中央競馬会の役職員およびその関係諸団体の役職員、日本ウマ科学会会員、ならびに編集委員

会が特に認めたものとする。
３．原稿の掲載

原稿の掲載については、編集委員会で協議し、編集委員長が決める。
４．原稿の提出
原稿の提出は、原則として編集委員を通じて行うものとする。外部の投稿者は、編集主幹に提出するものとする。

５．掲載の分類
本誌は、掲載内容により、研究コーナー（レポート、ノート）、総説、解説記事、技術コーナー（各種技術講座など）、
特別記事、トピック、随筆、研修・セミナー、情報コーナー（衛生情報、学会見聞記など）、催事案内その他に区分し
て掲載する。
６．発行回数
本誌の発行回数は、原則として年４回とする。

７．別刷りの贈呈
原則として、研究コーナー（レポート、ノート）、総説、解説記事の執筆者にはPDFファイルを贈呈する。

８．雑則
その他、この規定に定めのない事柄は、編集委員会の協議を経て別に定める。



「馬の科学」執筆要領
１．原稿の作成
　原稿は、A4版横書きとし、ワープロソフト（Microsoft Wordが望ましい）を用いて、
下記の留意事項に従って作成して下さい。
２．校正
　校正は、原則として執筆者は初校の１回のみとし、再校および三校以上は編集主幹な
らびに印刷所が行うものとします。
３．転載の承認
　本誌は、普及誌（学術誌ではありません）です。原稿作成にあたり、他の文献などか
ら図表を引用する場合には、その転載許可は原則として著者の責任で行って下さい。
４．用語
　専門用語は、原則として日本語で記し、英語訳が必要と思われる場合には、日本語の
後に付記して下さい。付記する英語は、本文の最初に出てくる場所のみとします。動・
植物名および外国の国名は、原則としてカタカナで表記して下さい。学名はイタリッ
ク体で、度量衡の単位と略号は、CGS単位または国際単位（SI単位）を用いて下さい。
数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献
　記載方法は一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）
　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先
　〒320-0856　栃木県宇都宮市砥上町321-4
　日本中央競馬会競走馬総合研究所
　「馬の科学」編集主幹　宛
　メールによる送付先アドレス：equisci@center.equinst.go.jp
　電話：028-647-0650（代表）
　ファクシミリ：028-647-0686

馬　　の　　科　　学
発　　　行
編集委員会
委員長：
委　員：

発　行　所

印　刷　所

51巻1号（通刊469号）
平成26年3月15日

上野儀治　主幹：  石田信繁
間　弘子、片山芳也、草野寛一、桑野睦敏
近藤高志、笹川忠夫、羽田哲朗、南保泰雄

日本中央競馬会競走馬総合研究所
〒320-0856　栃木県宇都宮市砥上町321-4
電話　028-647-0650（代）
株式会社　松井ピ・テ・オ・印刷
〒321-0904　栃木県宇都宮市陽東5丁目9番21号
電話　028-662-2511（代）

※許可なく記事の転載を禁じます



DIC251

Vol.51
No.1
2014第

五
十
一
巻
　第
一
号


