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騎乗運動中に発症する上気道狭窄の調査

○前田達哉・平間あき子・久代明日香（美浦）・前田益久（学校）
草野寛一（本部）・田邉草平（美浦）

【はじめに】
　上気道狭窄はプアパフォーマンスにつながる疾
患の一つである。海外では近年、安静時内視鏡
検査では診断できない病態が運動時内視鏡検査に
より報告されており、騎乗運動中の検査が可能な
Overground Endoscopy（以下OGE）がより簡便な運
動時内視鏡検査として導入されている。 
　そこで今回我々は現役競走馬にOGEを実施し、
国内での上気道狭窄の実態を調査した。

【材料と方法】
　JRA美浦トレーニング・センターで調教されてい
る異常呼吸音を主訴とする2～ 7歳のサラブレッド
種15頭に対し、安静時内視鏡検査およびOGEを実
施した。
　OGEの 内 視 鏡 装 置 は、VideoMed社 製Mobile 
Laryngoscope®を使用した（図１）。調教コースは
任意とし、異常呼吸音が聴取される運動強度で検査
を行った。

【結果】
　安静時内視鏡検査では、喉頭片麻痺（RLN）8例、
軟口蓋背方変位（DDSP）2例、喉頭蓋 Entrapment
（EE）1例、異常なしが4例であった。OGEでは
RLN6例、DDSP1例、声帯虚脱（VCC）8例（図２）、
披裂喉頭蓋ヒダ軸性変位（ADAF）3例（図３）、咽
頭虚脱3例、口蓋不安定2例、EE1例、異常なしが
2例であった。病態が複合した症例は安静時で1例
（6.7％）に対し、調教時で10例（66.7％）であった。安
静時にRLNが確認された8症例において、調教時に
上気道狭窄の程度が悪化した症例が3例、改善した
症例が2例、同程度の症例が3例であった（図４）。安
静時には確認されなかった上気道狭窄が、調教時に
確認された症例は12例（80％）であった。異常呼吸音
の原因が特定されなかった症例は、2例（13％）であっ
た。

【考察】
　異常呼吸音を示す多くの症例において、海外の報
告と同様の上気道狭窄が観察された。今回使用した
Mobile Laryngoscope®は、通常の調教環境下にて、
比較的簡便に検査が可能であるため、現役競走馬の
プアパフォーマンス検査として有用である。これら
の病態は安静時には確認できず、また複合的に発生
していた。このことより、上気道狭窄の程度を適確
に診断するには、安静時のみの内視鏡検査では不十
分であり、運動時内視鏡検査を実施する重要性が確
認された。特にRLNに関しては、安静時と疾走時
では上気道狭窄の程度が変化するため、喉頭形成術
の必要性を検討する際には不可欠な検査法であるこ
とが示された。
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図１：ＯＧＥ装着時の様子

図２：声帯虚脱
　　（赤矢印は虚脱した声帯ヒダ）

図３：披裂喉頭蓋ヒダ軸性変位
　　（赤矢印は虚脱した披裂喉頭蓋ヒダ）

安静時 運動時

図４：ＲＬＮの安静時と運動時の比較
　　　（両症例とも安静時グレードⅢa）

内視鏡カメラ

喉頭蓋

挙上した軟口蓋
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トレセンにおける歯牙疾患の発生状況

○大塚健史・久代明日香・飯森麻衣・小林　稔・川崎和巳（美浦）

【はじめに】
　近年、国内において、歯の日常的なケアに対する
意識が高まっており、積極的な検査・処置が実施さ
れている。一方、ＪＲＡのトレーニング・センター
で行われている日常的なケアは、斜歯や乳歯遺残
（cap）に対する処置のみがほとんどである。積極的
な検査・処置が実施されていない要因として、競走
馬の歯牙疾患の発生状況に対する調査が存在しない
ことが挙げられる。そこで、美浦トレーニング・セ
ンターに在籍する競走馬の歯牙疾患の発生状況を明
らかにすることを目的として、調査を行った。

【材料と方法】
　全身麻酔下で関節鏡下骨片摘出術を行ったサラブ
レッド種競走馬50頭（2歳4頭、3歳30頭、4歳11頭、5
歳4頭、6歳1頭/牡39頭、牝11頭）を対象として、歯
列のX線検査および口腔内の内視鏡検査を実施した。
さらに、歯牙疾患を認めた馬のうち24頭（2歳3頭、3
歳12頭、4歳6頭、5歳3頭/牡17頭、牝7頭）で、臨床
症状（ハミウケの悪さや食べこぼしなど）の有無や整
歯処置の履歴について聞き取り調査を実施し、検査
結果との関連を調査した。

【結果】
　内視鏡検査およびX線検査により、50頭中48頭
（96.0%）で斜歯、cap（図1、2）や歯列異常（step（図3、
4）、hook（図5、6））などのさまざまな歯牙疾患を
認めた。歯牙疾患を認めた24頭の聞き取り調査にお
いて、臨床症状に気づかなかった馬は15頭（62.5%）、
気づいた馬は9頭（37.5%）であった（表）。また、整歯
処置を4ヶ月以内に実施した馬は4頭（16.7%）、4ヶ
月以降6ヶ月以内に実施した馬は2頭（8.3%）、実施
の有無を把握していない馬は18頭（75.0%）であった
（表1）。

【考察】
　美浦トレーニング・センターに在籍している競走
馬が歯牙疾患に高率に罹患しており、斜歯、capや

歯列異常（step、hook）などのさまざまな疾患を持つ
ことが明らかとなった。このことから、歯科検診の
必要性が示唆され、歯科検診時には斜歯、cap以外
の歯牙疾患にも留意した詳細な検査と、それに基づ
く整歯処置が必要であると考えられた。また、聞き
取り調査によって、臨床症状に気づきにくいことが
明らかとなり、症状に関わらない定期検査の必要性
が示唆された。さらに、多くの競走馬で整歯処置に
関する情報が把握されていなかったことから、定期
的な歯科検診を実施するために、厩舎関係者での情
報の共有が必要であると考えられた。今後、我々は
さまざまな歯牙疾患に対する整歯技術を習得し、定
期検査の必要性を厩舎関係者へ啓発する必要がある。
そのためにも、厩舎において、比較的容易に十分な
視診、触診が可能となるフルマウス開口器の活用が
必要となるであろう。
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図1　cap

図2　capのＸ線画像

図3　step

図4　stepのＸ線画像

図6　hookのＸ線画像

図5　hook

24

9
37.5%

15
62.5%

4
4 6

4
16.7%

18
75.0%

2
8.3%

表1　聞き取り調査の結果
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食道閉塞を発症した12頭の若馬における臨床学的特徴と予後

○日高修平・小林光紀・安藤邦英・藤井良和（BTC）

【背景と目的】
　食道閉塞は食塊や異物により食道が閉塞する疾患
で、食道疾患としては最も一般的にみられる。主な
合併症としては、誤嚥性肺炎や閉塞物による食道
粘膜の損傷から生じる食道潰瘍が挙げられる（図1）。
これまでに海外では食道閉塞発症馬の回顧的調査に
関する報告がいくつか存在するが、国内では見当た
らない。そこで本研究では食道閉塞を発症した若馬
の回顧的調査を行い、その臨床学的特徴と予後につ
いて検討したのでその概要を報告する。

【材料と方法】
　症例は2000年から2012年にBTC軽種馬診療所で
食道閉塞と診断されたサラブレッド種育成馬12頭
（雄5頭、雌7頭、月齢17-28 ヵ月齢）を対象とし、そ
れらの閉塞部位、治療記録、合併症、食道・気管内
の内視鏡検査所見および予後について調査した。

【結果】
　閉塞部位は9頭で記録されており、食道入口部が1
頭、近位部が5頭、頚部中央に位置していたのが3頭
であった（図2）。閉塞部は7頭が内科療法（食道洗浄、
閉塞部のマッサージ、α2作動薬投与など）、3頭が
無処置で治癒し、2頭は初診時の内科療法に反応せ
ず翌日の再診時に治癒が認められた。合併症は内視
鏡検査により12頭中11頭で食道潰瘍が確認され、そ
のうち9頭で食道狭窄が併発していた。さらにこれ
らのうち6頭は第4～ 20病日に食道閉塞の再発を認
め、そのうち2頭は第6病日までに牧草類が給餌され、
再発時に食道潰瘍の明らかな悪化が生じていた（図
3）。内視鏡により気管内を検査した8頭中5頭では誤
嚥が確認された。誤嚥性肺炎の予防として11頭で初
診時より抗生物質を投与し、治療期間中の発熱（≧
38.5度）は4頭で認められた。そのうち3頭は3日以内
に良化したが、1頭は臨床症状の悪化と血液および
気管支鏡検査所見から後に誤嚥性肺炎と診断された。
本調査における食道閉塞発症馬の生存率は100％で
あった（図4）。

【考察】
　今回の調査により若馬の食道閉塞の臨床学的特徴
は、①多くが内科療法で治癒可能 ②閉塞部位は食
道近位部～頚部中央で多い ③ほとんどの症例で合
併症として食道潰瘍を発症している ④食道潰瘍発
症馬は再発率が高く、その原因として食道狭窄が
疑われる ⑤多くで誤嚥を生じていることであった。
また、良好な予後を導くためには、①食道閉塞後の
食道・気管内の内視鏡検査により合併症を予見する 
②積極的に抗生物質を使用し、誤嚥性肺炎を予防す
る ③食道潰瘍および狭窄のモニタリングにより適
切な給餌法を見極め、再発による食道潰瘍の悪化を
防ぐことが重要であると考えられた。
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図1 図3

図2 図4
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育成期の浅屈腱肥大の発生状況および将来に及ぼす影響

○冨成雅尚・頃末憲治（日高）・秋山健太郎（宮崎）・岡野　篤・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　育成期の若馬では望診や触診上、腱部の太さに左
右差（非対称性）を認める個体や調教期間中に一時的
な屈腱部の浮腫を認める個体に遭遇することは珍し
くない。それらの超音波検査では、浅屈腱の横断面
積の増加（腱肥大）を認めることはあるが、病的変化
を示唆する所見を伴うことはほとんどない。しかし、
若馬の屈腱部の非対称性や腱肥大は、購買者に将来
の競走期における腱疾患を連想させ、市場価値を低
下させる要因となることが懸念される。
　そこで本研究では、日本の育成期の若馬における
腱の非対称性や腱肥大の発生状況並びにそれらが競
走期のパフォーマンスに及ぼす影響や腱損傷の発症
との関連性を検討した。

【材料と方法】
　2005年から2007年に日高育成牧場で育成された
165頭に対し、騎乗馴致開始前の1歳時（Pre）およ
びブリーズアップセール売却前の2歳時（Post）に
浅屈腱の6部位（1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B）の横断面積
（CSA）を計測し、育成調教の前後で比較した。非対
称性腱を有する馬とは、近位部（1A,1Bの平均CSA）、
中位部（同2A, 2B）および遠位部（同3A, 3B）の3部位
のCSA値を算出し、各部位の左右のCSAに20％以
上の差が認められた部位が1ヶ所でもある個体とし
た。調査対象馬のうち中央競馬登録馬143頭を非対
称性腱の有無により2群に分け、JARISデータを利
用して、3歳までの出走回数、入着回数および獲得
賞金および浅屈腱炎（含む浅屈腱断裂）の発症率を両
群間で比較した。

【結果】
　浅屈腱6部位のCSA平均値はPre：1.26±0.23㎠, 
Post：1.17±0.17㎠であり、育成調教を通して有意
に減少した。これらはいずれの時期においても既
報の成馬のそれを上回る値であった（図1）。非対称
性腱を有する馬はPreで22.4％、Postで19.4％に認め
られた（図2）。育成調教を通して非対称性が改善さ

れる個体と新たに非対称性になる個体が存在したが、
全体としてCSAの左右差は減少した（図3）。Preあ
るいはPostで非対称性腱を有していた馬の出走回数、
入着回数および獲得賞金および浅屈腱炎の発症率に
対照群と有意な差は認められなかった（図4および5）。

【考察】
　本研究では、本邦の育成調教前後のサラブレッド
種若馬における浅屈腱CSA標準値を確立した。加え
て、若馬の浅屈腱CSAは育成調教を通して増減し、
全体の傾向としては減少し、非対称性も改善されて
いく傾向を明らかにした。一般的に、成馬の浅屈腱
CSAの増減は病的変化を示唆することを考えれば、
本研究で若馬の示したCSAの変化は興味深い現象
である。また、若馬の腱の肥大や非対称性が将来の
競走成績や腱疾患の発症には関連しないという結果
は、それらが健全な腱組織成熟に伴う一過性の現象
であることを示唆しているのかも知れない。
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( P<0.01)

図1　育成期および成馬の浅屈腱CSA 図4　競走パフォーマンスの比較
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図2　育成期における非対称性腱の保有状況 図5　浅屈腱疾患の発症率

図3　浅屈腱CSA左右差の平均値
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屈腱部超音波検査で低エコー像を認めない症例の予後

○ 飯森麻衣・関　一洋・山﨑洋祐（美浦）・前田益久（学校）
笠嶋快周（総研）・川崎和巳（美浦）

【背景と目的】
　本会では、屈腱部の腫脹・帯熱・圧痛などの屈腱
炎を疑う症状を示したもののうち、超音波検査にて
屈腱に低エコー像が確認された症例を屈腱炎と診断
し、調教の中止を勧告している。一方、厩舎関係者
が屈腱部に異常を感じて超音波検査を受診しても低
エコー像を認めない症例も多く、そのような症例に
対しては調教継続の可否や予後の判断が求められる。
しかし、屈腱炎が発症する過程に関する総括的な調
査は現在までなされておらず、判断が難しい。そこ
で、屈腱部に異常を感じたものの低エコー像を認め
なかった症例について回顧的調査を行い、屈腱炎の
発症実態を把握するとともに予後の推定に資する
データの抽出を試みた。

【材料と方法】
　調査対象は、2010年から2012年の3年間に厩舎関
係者が屈腱部に異常を感じて美浦トレーニング・セ
ンター競走馬診療所で超音波検査を受診した競走馬
で、屈腱炎の既往歴が無く、検査時にも明らかな低
エコー像を認めなかった444頭とした。超音波検査
所見から、腱の横断面積の増加を認めた（A）群、腱
周囲の皮下組織の浮腫を認めた（B）群、特筆すべき
所見を一切認めなかった（C）群の3群に分類し、そ
の後の浅屈腱炎発症の有無を追跡調査した。また、
検査から発症までの期間・発症までの出走回数・検
査から初回出走までの期間等を比較した。

【結果】
　対象馬の20.3%（90頭）は検査から1ヶ月以内に屈
腱炎を発症せずに競走馬登録を抹消されていたため、
予後の調査から除外した。検査後に26.8%（95頭）が
浅屈腱炎を発症し、このうち約半数（49頭）が検査か
ら4か月以内に発症していた。各群の屈腱炎の発症
率は、A群27.7%（28頭/101頭）・ B群30.7%（65頭
/212頭）・C群4.9%（2頭/41頭）であり、A群とB群の
両群間には差は認めなかったが、両群はC群に対し

て有意に高い発症率を示した（図1）。検査から発症
までの期間は、A群140日、B群120日であり有意差
は認めなかった。検査から発症までの出走回数はA
群2.2回、B群1.8回であり有意差は認めず、検査から
1回出走または未出走にて屈腱炎を発症した頭数は、
各群ともに半数を超えた（図2）。また、検査から初
回出走までの期間は、A群における屈腱炎発症馬が
65日、非発症馬が123日、B群の発症馬が91日、非
発症馬が80日（中央値）であり、A群の非発症馬が他
に比べ有意に長かった（図3）。

【考察】
　屈腱部に異常を感じた馬の各群における屈腱炎発
症率の比較から、特筆すべき所見を認めない馬に対
して、腱の横断面積の増加あるいは腱周囲の皮下組
織の浮腫を認める馬では、その後に屈腱炎を発症す
る可能性が高いことが示唆された。また、A群とB 
群の検査後の屈腱炎発症率、検査から発症までの期
間・出走回数に差を認めなかったことから、以前よ
り屈腱炎発症リスクが高いと考えられてきたA群と
発症リスクとしては比較的低いと考えられてきたB
群の発症リスクは同程度だと分かった。
　また、A群の発症要因のひとつとしては検査から
初回出走までの期間が考えられる。中央値が123日
であることから、次走までに約4か月の期間をあけ
ることによって、屈腱炎の発症を防ぐ可能性が示唆
された。今回の調査では、B群の発症要因は分から
なかった。B群は発症リスクが低いと考えられてき
たため、検査後に調教継続または短期休養のみで次
走に向かっている可能性がある。厩舎へのアドバイ
スとしては、今回の調査で判明したリスクを説明し、
より慎重な経過観察や休養の指示が必要と考えられ
る。
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図1　検査後の屈腱炎発症率

図2　検査から発症までの出走回数

図3　検査から初回出走までの期間
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吸収性螺子の有用性についての検討（第2報）

○東樹宏太・吉原英留・桂嶋勇輔・高橋佑治・大塚　佑・野村基惟（栗東）
岩本洋平（公苑）・塩瀬友樹（函館）・大村　一（総研）・額田紀雄（栗東）

吉原　恵・岡崎健之（タキロン株式会社）

【背景と目的】
　競走馬の骨折における螺子固定術は、固定力の大
きいステンレス螺子を用いて行われるのが一般的で
ある。しかし、皮質骨と比較してステンレス螺子の
曲げ強度は大きいことから、たわみが大きい長骨の
骨幹中央に挿入された螺子は運動負荷時に炎症や疼
痛を引き起こす原因となる。そのため、第3中手骨々
折などで骨幹中央に挿入された螺子は、調教再開前
に再手術を行い抜去する必要がある。
　スーパーフィクソーブ®（タキロン社製・以下
SF）（図1）は、ポリ-L-乳酸（PLLA）と非焼成ハイド
ロキシアパタイトの複合体からなる螺子で、生体骨
より高い初期強度と生体内吸収性を兼備しており、
骨折の治癒とともに生体内で分解・吸収され骨に
置換されるため、抜去の必要がない。第54回競走馬
に対する調査研究発表会において、岩本らが第1趾
骨々折症例にSFを応用し、ウマにおける内固定材
としての有用性を初めて報告した。今回我々は、ス
テンレス螺子を用いた場合、術後に抜去が必要とさ
れる長骨の骨幹中央に及ぶ骨折症例に対してSFを
応用し、その術後経過が良好であったので概要を報
告する。

【材料と方法】
　遠位関節面内側顆より近位方向へ、骨体の1/2の
長さで骨幹部に達する左第3中手骨々折を発症した
サラブレッド種3歳雄馬に対し、図2に示すように中
手指節関節より近位方向に第1、2螺子はステンレス
螺子を、第3～ 5螺子はSFを用い螺子固定術を行っ
た。4ヶ月間の休養後、トレッドミルによるリハビ
リを行い（図3）、定期的に臨床症状の観察およびレ
ントゲン検査を実施した。術後9ヶ月でSFを挿入し
たままの骨を採取し、MicroCTによる観察を行っ
た。また、運動負荷により骨がたわむ部位と考えら
れる第5螺子について、SF中のPLLAの粘度平均分
子量（Mv）を測定し、分解の程度を評価した。

【結果】
　レントゲン写真上、手術後に骨折線は全て消失
した。リハビリ開始後も臨床症状およびレントゲ
ン写真上の異常所見は認めず、最終的にはトレッ
ドミルにおいて13m/秒での駈歩が可能となった。
MicroCTによる観察では、SFの骨伝導性が観察さ
れた（図4）。第5螺子におけるSF中のPLLAの粘度平
均分子量（Mv）は約45,000Daであった。

【考察】
　第5螺子のMvは、37℃リン酸緩衝液に約24～ 32
週間浸漬したSFと同程度であり、この結果からSF
の曲げ強度は180 ～ 200MPaまで低下しているもの
と推測された。これは、術後約8ヶ月でMv測定を
行った岩本らの報告と同程度であり、挿入部位およ
び固体差によるSFの分解速度の違いは少ないこと
が示唆された。
　また、リハビリ期間中に異常所見を認めず、術後
9ヶ月で13m/秒での駈歩が可能となったのは、SF
の曲げ強度が適切に低下したため、骨と螺子の曲げ
強度の違いによる影響がなかったためだと考えられ
た。
　今回の結果から、SFは長骨の骨折症例に対して、
再手術による螺子の抜去を必要としないことが確認
された。以上より、SFはウマの長骨の骨折症例に
対する螺子の選択肢の一つとして有用である可能性
が示唆された。
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図1　スーパーフィクソーブ

図2　術直後のレントゲン写真

図3　トレッドミルを用いたリハビリ行程

図4　SFと周囲骨組織のMicroCT像
 SFの周囲の白く縁取られている部分が
 骨伝導の起こっている部位。
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腹腔鏡を用いたHenderson式去勢術の観察

○大村昂也・吉原英留・東樹宏太・額田紀雄（栗東）

【背景と目的】
　去勢はウマにおいて、最も一般的に行われる外科
手術である。近年、手技が迅速に実施でき、かつ出
血や術創の腫脹などが少ない術式としてドリルで精
巣を総鞘膜ごと回転させるHenderson式去勢法が行
われようになり、一般的な手術法として定着しつつ
ある。しかしながら、我々は過去に、Henderson式
去勢法実施後に、鼠径輪が通常の大きさであるにも
関わらず、鼠径輪から腸管脱出を認めた症例を経験
した。そこで、腹腔鏡下でHenderson式去勢法を実
施し、鼠径輪の状態を観察した。

【材料と方法】 
　サラブレッド種の牡馬４頭を用いた。倒馬後、仰
臥位または側臥位にて腹腔鏡を挿入し、鼠径輪を観
察しながら去勢術を実施した。腹腔鏡にて鼠径輪を
観察しやすいように、必要に応じて馬をヘッドダウ
ンの状態にした。側臥位では、影響をよりはっき
りさせるために、片肢をロープで通常よりも上方
に吊り上げ、術野を確保した。去勢術は、陰嚢縫
線から１cm反軸側を縫線と平行に皮膚切開し、総
鞘膜ごと精巣を引き出し、精巣のそばをStone社製
Henderson式去勢鉗子ではさみ、回転速度可変式
コードレスドリルに装着し精索が捻り切れるまで回
転させた。回転する際には、精索を引いた状態と引
かない状態の2通りの方法でドリルを回転させた。

【結果】 
　側臥位では、仰臥位と比較して精索が引っ張られ
鞘状輪に張力がかかっている状態が観察された。ま
た、さらに去勢鉗子を引きながらHenderson式去勢
術を実施した場合、回転が腹腔内の精索にまで達し、
鞘状輪（腹膜）を巻き込み、鞘状輪自体や精索と腹膜
をつなぐ腹膜ヒダが裂けることが確認され、重度な
場合は深鼠径輪の腹腔内通行が広がる様子が観察さ
れた。側臥位で去勢鉗子を引かずにドリルを回転さ
せた場合にも精索に張力がかかり鞘状輪がわずかに
裂ける症例もみられた。また、仰臥位で実施した場

合は、腹腔外で精索が回転し、腹腔内には回転が伝
わりにくく、去勢鉗子の状態にかかわらず鞘状輪が
裂けることはなかった。

【考察】
　鞘状輪や腹膜ヒダが裂ける際、必ず腹腔内で精索
が回転していた。腹腔内で精索が回転する理由は以
下のことが考えられる。鼠径輪は外腹斜筋の筋孔に
よって構成され、鞘状輪はその中を通じ、総鞘膜の
一部となっている。側臥位で片肢をあげた場合、骨
盤の位置が変わることによって外腹斜筋が後背方に
牽引され、精索が引っ張られるとともに鞘状輪に
テンションがかかり、回転が腹腔内に伝わりやすく、
鞘状輪（腹膜）が裂けやすい状態となったと考えられ
た。また、その他の理由として、股関節を開くこと
によって鼠径輪が広がり、支点がなくなったために
回転が腹腔内に伝わった可能性が考えられた。一方、
仰臥位では精索の張力は弱いため、鞘状輪にテン
ションがかからず、去勢鉗子を引いた状態で実施し
ても鞘状輪（腹膜）が裂けなかった。Henderson式去
勢術を実施する際、深鼠径輪の拡大を防ぐには、腹
腔内で精索が回転しづらい仰臥位は適している体位
と考えられた。一方、側臥位でHenderson式去勢術
を実施する場合は、肢を挙上しすぎないことや去勢
鉗子を引きすぎないように注意する必要があり、場
合によっては肢を開くのではなく、前方に引き出す
体位で行うことが好ましいと考えられた。
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若齢サラブレッド329頭の膝関節に発生した
骨関節疾患に対する関節鏡手術

○田上正明・加藤史樹・鈴木　吏・山家崇史（社台ホースクリニック）

【背景と目的】
　若齢サラブレッド（以下YTB）の膝関節には、成
長期特有の骨関節疾患（DOD）が発生することが知
られているが、海外においても多くの症例を調査
した報告は少ない。また、それらの骨関節疾患の
YTBの競走馬としての予後に言及した報告は見当
たらない。今回我々は、膝関節に発生した骨関節疾
患に対して関節鏡手術を実施した329頭のYTBにつ
いて、代表的な疾患の競走馬としての予後を含めた
回顧的調査を行ったのでその概要を報告する。

【材料と方法】
　症例は1998年～ 2012年に膝関節の関節鏡手術を
実施された2歳以下のYTB329頭で、この間に行わ
れたすべての関節鏡手術3,177頭の10.4％であった。
症例の年齢は当歳109頭（33.1%）・1歳165頭（50.2%）・
2歳55頭（16.7%）で、性別は雄173頭・雌156頭で、患
肢は右177頭（53.8%）・左118頭（35.9%）・両側34頭
（10.3%）であった。手術対象となった骨関節疾患の
内訳は、大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞（以下
SC）151頭（46.5%）・大腿膝蓋関節における離断性
骨軟骨症（以下OCD）99頭（30.3%）・感染性関節炎
（以下SA）57頭（17.4%）・骨折5頭・大腿骨遠位内側
顆の虚血壊死（以下Nec）5頭・DJD3頭・骨髄炎3頭・
その他6頭であった。関節鏡手術はイソフルラン吸
入麻酔（IPPV）下、多くは仰臥位（一部横臥位）にて
行い、常法通り関節内に挿入した関節鏡による鏡視
下にて、鉗子口から挿入された手術器具により、病
変部の摘除（ジョイントマウスを含む）や掻爬・関節
腔内の洗浄・患部への薬液注入等の手術手技を実施
した。術後治療は通常の関節鏡手術と同様に行い、
術後合併症はほとんど認められなかった。

【結果と考察】
　SCは1歳（68.2％）の右大腿骨（70.0％）に多く発生し、
雌（58.3%）に多い傾向が認められた。2008年10月か
ら、それまでの軟骨下骨嚢胞の内部の組織の掻爬術

から軟骨下骨嚢胞内へのステロイド剤注入に手技を
変更した（図1）。
　OCDは当歳（43%）・1歳（49%）の雄（69.0%）に多く
発生し、患肢は両側26頭（26%）で左右はほぼ同数で
あった。OCD病変は大腿骨遠位外側滑車（110か所）
に多く認められ、以下、内側滑車（44か所）・膝蓋骨
（31か所）・滑車間溝（10か所）で、ジョイントマウス
が30関節に認められた。それらの病変は複合して認
められることが多く、術前のレントゲン診断で発見
できなかった病変を鏡視下で診断・治療することが
出来、診断的価値が高いものが多く認められた（図
2）。
　SAは当歳（86%）がほとんどで平均月齢は3.2（中
央値3.0）で、骨髄炎を伴った症例が15頭あり大腿膝
蓋40関節（58.8%）に多く、内側大腿下腿18関節、外
側大腿下腿 （Subextensorius Recess）10関節に発生
した（図3）。
　骨折は5頭中4頭が膝蓋骨骨折で骨片の除去を行っ
た。Necは何れも1か月齢以下の当歳に発生し、ほ
とんどの症例が大腿下腿関節のDJDに移行し予後が
悪かった。DJDは大腿下腿関節に認められた。

－競走馬としての予後の調査－
　症例数が多かったSC・OCD・SAの3疾患の罹患
馬の競走馬としての予後を調査するために、2013年
11月の時点で競馬情報データベース：JBISを使用し
て、3歳以上の症例243頭の出走率を調査した。128
頭のSC症例の出走率は75.0％で、掻爬術（79.5%）と
ステロイド剤注入（72.5%）の手技による明白な差は
なかった。SCの症例では術後病変が悪化する症例
が散見され、それらの症例の予後は良くなかったこ
とから再生獣医療を含めた治療法の検討が必要と
思われた。83頭のOCD症例の出走率は80.7％と良好
であった。OCD症例では鏡視下診断の診断的価値
が高い症例が多く認められた。複数箇所に大きな
OCD病変を持つ症例では術後管理の工夫が必要と
思われた。32頭のSA症例の出走率は68.8％で、3か
月齢未満の症例（14頭）では50.0％と低かったが、そ
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れ以上の当歳馬では90.9％と高かった。3か月齢未
満の症例で予後が悪かった理由は、多発性関節炎や
骨髄炎を併発した症例が多かったことや発育が順調
でない症例がいたことがその要因と考えられた。
　YTBの膝関節には馬の成長期特有の様々な病態
の整形外科疾患が発生することが判明し、それぞれ
の病態に応じた的確な診断を早期に行うこと、なら
びに積極的に診断的価値も高い関節鏡手術を実施す
ることが、症例の競走馬としての予後を向上させ得
ることが示唆された。また、代表的な疾患の競走馬
としての予後を調査し具体的な数値を提示できたこ
とは、治療の際のインフォームドコンセントに資す
るものと思われた。

図1　軟骨下骨嚢胞　（SC）

図2　離断性骨軟骨症　（OCD）

図3　感染性関節炎　（SA）
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プロポフォール-GGE-メデトミジンによる静脈麻酔法

○青木基記・大出浩隆・久代明日香（美浦）・柿崎　将（栗東）・川崎和巳（美浦）

【背景と目的】
　短時間作用性の静脈麻酔薬であるプロポフォール
は、ヒトおよび小動物領域で頻繁に使用されており、
ウマにおいてもその安全性および有用性が既に実証
されている。これまでにも、プロポフォール‒メデ
トミジン持続投与による静脈麻酔法（以下P-M法）
について検討し、去勢術などの短時間の手術におい
て臨床応用が可能であると報告されている（Okuら, 
2011）。しかし本法は、プロポフォールの呼吸抑制
作用により自発呼吸が消失することがあるため、そ
の適応範囲が限られていた。
　一方、GGEはウマの一般的な静脈麻酔法である
トリプルドリップ法に用いられる筋弛緩薬であり、
P-M持続投与と併用することで呼吸抑制の原因と
なるプロポフォールの投与量を減少させることが期
待できる。そこで今回我々は、自発呼吸下で実施可
能なウマの短時間静脈麻酔法として、プロポフォー
ル-GGE-メデトミジンの持続投与による静脈麻酔
法について検討した。

【材料と方法】
　実験には健康なサラブレッド種6頭（3.2±0.4才・
452±33 kg）を用いた。メデトミジン（5.0 μg/kg）お
よびブトルファノール（0.02 mg/kg）による前処置
後、5%GGE（10 mg/kg）およびプロポフォール（2.0 
mg/kg）を急速静脈内投与し、倒馬、導入した。直
後よりプロポフォール（0.05 mg/kg/min）-GGE（1.3 
mg/kg/min）-メデトミジン（0.05 μg/kg/min）の混
合液の持続投与により60分間麻酔を維持し、去勢術
を実施した。
　麻酔中は補助呼吸やO2吸入は実施せず、自発呼吸
のみで維持した。覚醒時には鎮静剤を投与せず、自
由起立とした。測定項目は、心拍数、呼吸数、平均
動脈圧および動脈血ガス分圧とし、倒馬および覚醒
の質は、Mamaらの区分に準じて5段階（G5:excellent
～ G1:poor）で評価した。

【結果と考察】
　倒馬の質は4例で良好（G5: 2頭・G4: 2頭）であった
が、2例（G1: 2頭）ではプロポフォール単独による倒
馬時に報告されている遊泳運動が認められた。一方、
P-M法では全馬G4以上であった。今回の倒馬の質
がやや低下した要因は倒馬時のGGE投与量を麻酔
維持期に投与することを考慮しP-M法の10分の1量
としたためと考えられた。しかし、いずれも1分以
内で消失し人馬に危険を及ぼすものではなかった。
　麻酔深度に関しては、わずかに四肢の動揺を認め
ることはあったものの、眼振を示すものや体動に至
る症例は無かった。P-M法では7頭中3頭が眼振を示
しプロポフォールの追加投与が必要であったことか
ら、今回は良好な麻酔深度が得られた。術中のGGE
投与による十分な筋弛緩作用および、前処置のブト
ルファノール投与による鎮痛作用の影響であると考
えられた。
　心拍数は22±3回/min、平均動脈圧は98±12 
mmHgで推移し［結果1］、循環状態は安全な範囲で
維持された。呼吸数は10±2回/minであり、P-M法
でみられた自発呼吸の消失は認められず、PaCO2は
54±3 mmHg、PaO2は65±6 mmHgで推移した［結
果2］。
　麻酔終了から起立までの時間は44±11 minで、覚
醒の質も概ね良好（G5: 3頭・G3: 3頭）であり、起立
直後からスムーズな歩行が可能であった。
　以上の結果から、倒馬や起立に問題が無く、自発
呼吸のみで維持可能であることから、野外等の環境
においても実施できる短時間静脈麻酔法として有用
であると考えられた。
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JRAホームブレッドに認められた Lawsonia intracellularis 感染症

○ 遠藤祥郎・秋山健太郎（宮崎）・丹羽秀和・木下優太・片山芳也・針生和久（栃木）
村瀬晴崇・佐藤文夫・南保泰雄・冨成雅尚・石丸睦樹（日高）・末吉益雄（宮崎大学）

【背景と目的】
　Lawsonia intracellularis（以下Li）感染症は主に離
乳後の当歳馬に発症し、発熱、下痢、浮腫、削痩、
低蛋白血症、小腸壁の肥厚などの症状を引き起こす。
発症すると馬体の成長が阻害され、セリでの取引価
格に悪影響を及ぼすことが報告されているため問題
となっている。近年、国内においても発生が報告さ
れ始めているが、臨床的・細菌学的にも依然として
不明な点は多い。さらに、Liは偏性細胞内寄生菌で
あるため人工寒天培地による培養ができず、薬剤感
受性試験が困難であるため、抗菌薬の選択は治験に
基づく必要があるが、国内のデータは乏しい。今回
JRAホームブレッドにおいてLi感染症が認められた
ため、様々な項目を調査した。

【材料と方法】
　当歳馬全８頭において体重増加、血清総蛋白
（TP）、血清アミロイドA（SAA）、糞便中のLi特異
遺伝子の検査（Real-time PCR）、血清中のLi特異抗
体の検査（IFA）などを調査した。PCRおよびIFAに
ついては繁殖牝馬も調査した。治療は過去の報告に
基づいて各種抗生物質の投与を行なった。統計処理
を行なった項目についてはマン・ホイットニ検定を
用いた。

【結果および考察】
　４頭で発熱、食欲低下、浮腫、白血球増多、下痢
などの臨床症状が認められた（表１）。以下、この４
頭を発症馬、症状の認められなかった４頭を非発症
馬と呼ぶ。
　症例①では、初診時に40℃の発熱、食欲低下、体
重の減少、TPの低下、SAAの上昇が認められた（図
1）。ペニシリン・ストレプトマイシンの合剤は効
果がなく、Li感染症を疑ってアジスロマイシン・リ
ファンピシンの併用を試したところ、抗菌薬誘発性
腸炎を呈した。そこでSampieriらが報告しているオ
キシテトラサイクリンを投与し（6.6mg/kg i.v. BID）、

効果が確認されたらドキシサイクリン（10mg/kg 
p.o. BID）に変更する方法にしたところ良化し、投与
中止後に一旦再発したものの投薬を再開し治癒に
至った。他の３頭も同法で回復した。治療期間は14
～ 38日（中央値28日）であった。体重増加は発症馬
で停滞する時期が認められ、最も重症例であった症
例①では仮想成長曲線に復帰するまで約６ヶ月を要
した。
　PCRでは発症馬４頭中２頭からLi遺伝子が検出
されたが、非発症馬からも検出されたため、非発
症馬も不顕性感染していた可能性が考えられた（表
２）。IFAは感染後約３週間で上昇すると言われて
おり、今回は馬群内に11月頃に侵入した可能性が疑
われた（表３）。２月には全頭陽性となったことから、
不顕性感染を含め全頭が感染していたと考えられた。
TPは発症馬が最も低い値を呈したが、非発症馬に
ついても昨年・一昨年の当歳馬と比較して有意に低
かった（図２）。PCRおよびIFAの結果から、TPの
低下したこの時期に非発症馬にも何らかの影響が
あったのかもしれない。繁殖牝馬のPCRからはLiが
一度も検出されず、IFAも陽性を呈したのはわずか
に２頭であった（表４）。このことから、繁殖牝馬群
にLiが蔓延していることは考えにくく、今回は母馬
からの垂直感染ではなかった可能性が考えられた。
　今回、発症馬の初期症状は一般的な感冒と区別で
きなかったため、離乳後の当歳馬が発熱した際には
Li感染症を疑って特徴的な所見であるTPを検査す
るべきと思われた。また、抗菌薬はオキシテトラサ
イクリン、ドキシサイクリンが有効であった。さら
に、発症馬が１頭でも出た馬群では、同居馬はすで
に感染している可能性が高いため、異常が認められ
たら早期に検査を実施すべきと思われた。
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表１．JRAホームブレッドに認められたLi感染症
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図１．症例①経過
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表２．糞便中のLi特異遺伝子の検査結果
　　　（Real-time PCR）

2/231/1612/1211/14

表３．血清中のLi特異抗体の検査結果
　　　（IFA）

g/dl

図２．血清総蛋白（TP）
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表４．繁殖牝馬のPCRおよびIFA
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抗ミューラー管ホルモン（AMH）による潜在精巣の診断

○村瀬晴崇・南保泰雄（日高）・齋藤重彰・天谷友彦（大和高原動物診療所）

【背景と目的】
　潜在精巣とは、通常生後10日頃までに起こる精巣
下降が生じず、腹腔内に精巣が残存したものを指す。
ウマは他の動物と比べて発症率が5～ 8％と非常に
高く、その多くは片側性である。そのような精巣組
織は精子形成能を失う一方、テストステロン分泌能
は残存する。片側性潜在精巣において下降した一方
のみを摘出した場合、一方は腹腔内に残存していな
がらも外見上はセン馬との鑑別は困難となる（図1）。
特に乗用馬で見受けられるこのような例では、セン
馬として扱われるものの気性がうるさかったり牝馬
に反応したりという雄性行動が残り、飼養管理上の
トラブルとなりうる。
　潜在精巣に対する最も信頼性の高い検査方法とし
てhCG負荷試験が知られているが、診断率が100%
でない上に、内因性テストステロンを上昇させるこ
とや頻回採血が必要なことから、競走馬、乗用馬の
いずれの分野においても一般的には行われていない。
　AMHは近年ヒト産婦人科において卵巣年齢の指
標として注目されているホルモンである。ヒトでは
成人精巣からも分泌されることが知られているが、
ウマ精巣における発現は報告されていない。本研究
はウマ精巣におけるAMH発現を組織学的に調査し、
潜在精巣に対する診断マーカーとしての有用性を検
討した。

【材料と方法】
１）オス馬6頭、セン馬6頭および臨床的に潜在精巣
が疑われる10頭の血中AMH濃度を測定した。潜在
精巣症例はいずれも去勢歴があり、外見上精巣を認
めないものの、雄性行動を示した。後日、うち2頭
においては外科的に腹腔内精巣を確認した。
２）オス馬3頭において実施した去勢術後のAMH濃
度の推移を測定した。
３）免疫染色により、正常精巣および潜在精巣にお
けるAMH発現を調べた（図2）。

【結果】
１）セン馬のAMH濃度は検出限界（0.14ng/mL）以下
であったのに対し、オス馬は8.8±4.5ng/mL、潜在
精巣症例は12.5±6.2ng/mLであった（図3）。
２）去勢術後のAMH濃度は翌日から漸減し、8̃10日
後には1ng/mL以下となった（図4）。
３）AMHは正常精巣および潜在精巣のいずれにお
いても発現していた（図5）。

【考察】
　血中濃度および免疫染色の結果から、潜在精巣に
おいても正常精巣と同様にAMHが分泌されており、
血中AMHの検出は潜在精巣も含めた精巣の存在を
反映していると言える。AMHは精巣を唯一の分泌
源とするため、このようなクリアな結果が出るもの
と考えられる。
　潜在精巣に対して、本法は1回の採血で診断可能
であること、判定が明確であることから、既存の
hCG負荷試験よりも簡便確実な診断ツールであるこ
とが示唆された（図6）。
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図1　セン馬と潜在精巣馬の外貌 図4　去勢後の血中AMH濃度の推移
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図2　材料と方法
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図5　精巣におけるAMH免疫染色

図3　血中AMH濃度
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図6　まとめ
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サラブレッドにおけるミオスタチン遺伝子多型と持久力との関係

○竹部直矢・佐藤文夫・中井健司・頃末憲治・石丸睦樹（日高）
戸崎晃明・栫　裕永・廣田桂一・側原　仁（競理研）・E.W. HILL（ダブリン大学）

【背景と目的】
　ミオスタチンは筋の肥大を抑制することで骨格筋
量の調節を行っている成長因子の１つである。近年、
ウマのミオスタチン遺伝子（MSTN遺伝子）に認めら
れる１塩基置換による遺伝子型（C/C・C/T・T/T
型）と競走距離適性との関連が報告された。我々は、
このMSTN遺伝子型が競走距離適性に関わる要因に
ついて明らかにするために、今までにJRA育成馬を
用いて馬体の成長との関係を解析し、C/C型の個体
は増体量（筋量）が多いことを見出し、このような馬
体特性の相違が走能力に影響を及ぼすことを示唆し
てきた。本研究では、MSTN遺伝子型による走能力
の違いを明らかにするため、有酸素能力の指標であ
るV200値（心拍数が毎分200回になったときの走行
速度の値）について、JRA育成馬を用いて回顧的に
解析した。

【材料と方法】
　解析には、日高および宮崎育成牧場で2010年から
2013年の間に、調教効果判定のために２歳の２月と
４月の２回V200値の測定をしていた、JRA育成馬
101頭(C/C型：22頭、C/T型：49頭、T/T型30頭)
のデータを用いた。測尺値から算出した体重/体高
（kg/cm）を骨格筋量の指標として、V200値および
骨格筋量とMSTN遺伝子型との関連を調べた。

【結果】
　２月測定値（図１）では、V200値はC/C型で594.4
±11.2 m/min（平均値±SE）、C/T型で636.0±9.7 
m/min、T/T型で632.4±10.0 m/minとなり、C/T
型およびT/T型でC/C型と比べて有意に高値を示し
た（P<0.05）。4月測定値（図2）では、V200値はC/C
型で629.9±12.2 m/min、C/T型で652.7±9.1 m/min、
T/T型で669.6±8.4 m/minとなり、T/T型でC/C型
に比べて有意に高い値を示した（P<0.05）。体重/体
高は2月測定値と同様、C/C型が他2型よりも有意に
高値を示した（P<0.01）。

【考察】
　今回の結果から、V200値は長距離適性のあるT/
T型で高く、短距離適性のあるC/C型で低くなった。
これはMSTN遺伝子型と距離適性との関係を裏付け
る結果でと言える。その一方で、筋量の指標はC/C
型で他の２型よりも高くなった。ウマの筋線維には
３種類のタイプ（TypeI、IIa、IIx）が存在する。わ
れわれの行った予備実験によって、T/T型では遅筋
線維のTypeI線維の割合が多く、C/C型では速筋線
維のTypeIIx線維の割合が多い傾向があることがわ
かっている。さらにTypeI 線維の断面積は小さいが
持久力に優れる性質があることから、T/T型の筋量
は少なくてもV200値が高くなる要因と考えられた。
今後はさらなる調査を重ね、MSTN遺伝子型と持久
力が関わる要因について明らかにしていきたい。
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図１　2月のV200値および体重/体高

図２　4月のV200値および体重/体高

V200値 体重/体高

V200値 体重/体高
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LCORL遺伝子多型がサラブレッドの体型に及ぼす影響

○ 戸崎晃明・栫　裕永・廣田桂一・側原　仁（競理研）
佐藤文夫・石丸睦樹・南保泰雄（日高）

【背景と目的】
　ゲノム情報の解読により、競走能力や歩様などの
ウマの遺伝形質に関わる原因遺伝子や、そのDNA
多型が知られるようになった（図１）。このような
中、ウマの体高に影響を及ぼす複数の遺伝子が同
定されており、特にヒトの身長に影響するLCORL
（ligand-dependent nuclear receptor compressor-like 
protein）遺伝子が注目されている。しかし、後期育
成の段階にあるサラブレッド種の体型変化を継続的
に評価した研究は実施されていない。そこで、本
研究においては、LCORL遺伝子近傍の一塩基多型
（BIEC2-808543C/T）がサラブレッド種育成馬の体型
変化に及ぼす影響について検討した。

【材料と方法】
　品種間の遺伝的多様性の調査には、体型が大型と
される20頭の重種（ペルシュロン種、ブルトン種）お
よび小型とされる48頭の日本在来馬種（木曽馬、与
那国馬）を用いた。また、体型変化への影響を評価
するため、175頭のサラブレッド種（JRA日高：2009
年、2010年、2011年育成馬）を用いた。これらのサ
ラブレッド種の体高、体重および体重体高比を18
月齢（9月）から23月齢（2月）にわたって測定し（図２）、
ANOVA検定を用いて、LCORL遺伝子多型とこれ
らの体型指標との関連性を評価した。

【結果】
　LCORL遺伝子の遺伝型は、重種ではすべて大型
化傾向を示すC/C型、日本在来馬種ではすべて小型
化傾向を示すT/T型であった。一方、サラブレッド
種ではC/T型17.1％、T/T型82.9％であり、C/C型
は存在しなかった（図３）。また、特に雄では18、19
および22月齢の体高においては、C/T型群とT/T型
群間に統計的な有意差（P値<0.05）が認められ、C/T
型はより高い体高（平均値）が観察された（図４）。同
様の傾向は、20、21および23月齢においても認めら
れた。これらの傾向は、雌においても確認された。

C/T型はT/T型に比較して、すべての月齢において
統計的有意（P値<0.05）に体重体高比は大きく、体重
も重いことが示された。

【考察】
　体高には複数の遺伝子や飼養環境などの関与が
想定されるが、LCORL遺伝子は育成段階にあるサ
ラブレッド種の体高変化においても影響を及ぼす
遺伝子の一つであることが明らかになった。また、
LCORL遺伝子多型が体高変化に影響を及ぼすこと
により、結果的に体重変化にも影響する可能性が示
唆された（図５）。
　以上のことから、LCORL遺伝子の遺伝型情報お
よび昨年報告したミオスタチン遺伝子の遺伝型情報
を効果的に組み合わせて用いることで、生産者が望
む競走馬の生産や育成に貢献すると考えられる（図
６）。
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図１　ウマの体高に関する遺伝的背景と候補遺伝子 図４　LCORL遺伝子多型と体型（体高・体重）の
関連性評価

図２　LCORL遺伝子多型と体型の関連性評価の
概略

図５　LCORL遺伝子と体高の関係

図３　品種の相違によるLCORL遺伝子の遺伝型
分布

図６　生産者が望む競走馬の生産に向けての提案
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当歳馬の肢蹄異常の実態調査（第1報）

○田中弘祐（JBBA静内）・高橋敏之（総研）・畠添　孝（JBBA九州）
青木　修（日装）・平賀　敦（総研）

【背景と目的】
　当歳馬の肢蹄異常に対して、その矯正技術や関係
者の的確な観察能力の醸成、予防態勢の構築が不可
欠である。そこで、当歳馬における肢蹄異常の実態
を把握するための調査を行ったので、その結果を報
告する。

【材料と方法】
　調査対象馬は、北海道日高管内の浦河から門別
までの延べ18牧場で、2008 ～ 2012年の5年間に生産
されたサラブレッド種当歳馬247頭（オス115頭、メ
ス132頭）。調査期間は、生後2週間以内に初回検査、
その後、およそ3週間間隔で、発症やその症状が落
ち着く10月まで継続的に肢蹄の検査を行った。
　調査に先立ち、新たに独自の用語を設定した。膝
のX脚と球節から下が内反した異常をZig_Zag肢勢、
繋ぎの軸が起っているものを繋軸峻立、球節から下
が内反したものを球節内反、蹄尖部が浮いているも
のを浮尖と名付けた（図1）。
　異常性の評価は、独自にGrade1 ～ 3の3段階の判
定基準を設定した。X脚の判定にあたっては、10
度以内の異常をGrade1、11 ～ 20度以内の異常を
Grade2、21度以上の異常をGrade3とした（図2）。
Club Footについては、国際的に使用されているDr. 
Reddenの4段階の判定基準を利用した。調査項目は、
肢勢・歩様・球節状態・繋蹄状態など41項目に及ん
だ。解析項目は、生まれ月別・性別・左右肢別・母
馬年齢・母馬産数別・牧場別・放牧地硬度別・発症
月別・発症日齢別・削蹄頻度別について行った。ま
た、1月の調査頭数が8頭と少ないため、2月と合算
して解析した。

【結果】
　調査対象馬247頭の主な結果として、先天性異常
では、弯膝は158頭（発症率64.0％、うち両前肢157
例）。Off set Kneesは80頭（発症率32.4％）、左11例、
右77例（うち両前肢8例）で、右肢の発症が有意に高

かった。前肢X脚は156頭（発症率63.2％、うち両前
肢81例）。前肢Zig_Zagは51頭（発症率20.6％、うち
両前肢8例）。前肢繋軸峻立は195頭（発症率78.9％、
うち両前肢194例）で、1～ 2月生まれの発症率が有
意に高く、また、出産予定日より10日以上遅いと発
症率が低い傾向があった。後肢球節内反は121頭（発
症率49.0％）、左118例、右22例（うち両後肢19例）で、
左後肢の発症が有意に高かった。後肢繋軸峻立は
158頭（発症率64.0％、うち両後肢157例）。後肢浮尖
は93頭（発症率37.7％、うち両後肢73例）で、オス57
例、メス36例であり、オスの発症率が有意に高かっ
た。
　後天性異常では、前肢球節骨端症は211頭（発症率
85.4％、うち両前肢209例）で、発症日齢は平均83.3
±22.8日、最小30日、最大153日であり、生まれ月
が遅いと発症率が有意に低く、また、出産予定日よ
り10日以上遅いと発症率が低い傾向があった。Club 
Footは148頭（発症率59.9％）、両前肢の発症は無く、
発症日齢は平均86.2±25.9、最小41日、最大180日で
あった。この症例は、生まれ月が遅いと発症率が有
意に低く、メスや若い母馬および放牧地が硬いと言
われている牧場では、発症率が有意に高かった。

【考察】
　最近、子馬の肢蹄問題が多発する傾向にある。そ
の一因として、関係者が肢蹄トラブルに以前より
も注意を払うようになったことや、それらのトラブ
ルが起こりやすいように飼養環境が変化している場
合があることが理由として考えられる。今回の調査
により、今まで知られていなかった日高管内におけ
る当歳馬の肢蹄異常の発症状況が、明らかとなった。
また、今回調査した様々な肢蹄異常の中で、生まれ
月別、性別、左右肢別、母馬の年齢別、出産予定日
との日数差別などにおいて、発症率に統計的有意差
が認められるものがあった。今回、生産者、獣医師、
装蹄師が同じ目線で、観察かつ判断するための、肢
蹄異常に関する発症傾向を示すことができた。本結
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果は、肢蹄異常の早期発見や予防に貢献する基礎資
料になると考えている。

図１ 図２
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蹄骨が内側にローテーション（ユニラテラル・ローテーション）
した慢性蹄葉炎に対する装蹄療法の1症例

○竹田信之・能登拓巳・諫山太朗・山口智史（美浦）・田村周久（総研）・加藤智弘（常磐）

【背景と目的】
　一般的な蹄葉炎に認められる蹄骨のローテーショ
ンでは、前後方向へ変位するためX線画像を側望か
ら診断を行う。しかしながら、蹄骨が内外どちらか
に沈み込むユニラテラル・ローテーションの診断で
は、側望像から確認することが困難なため、前望像
から行うことが必要である。今回、我々は重篤なユ
ニラテラル・ローテーション症例に対し各種装蹄療
法を施したところ、良好な結果が得られたのでその
概要を報告する。

【臨床履歴】
　症例はサラブレッド種競走馬（雄・3歳）で、左第
3中手骨々折螺子固定術後に右前肢に負重性蹄葉炎
を発症した。患肢蹄では（図1）、内側蹄冠部に亀裂
が発生、その直下には不正蹄輪も認められた事から
内側蹄壁の生長が滞っていることが明らかであった。
また、前望からのX線像では、蹄骨は内側へ沈み込
み蹄内側の遠位葉状層から蹄底にかけて、X線透過
領域を認めたことから、葉状層の剥離が伺えた。以
上の事から、ユニラテラル・ローテーションした蹄
葉炎と診断し、内側蹄冠部の早急な生長再開、およ
び歪んだ蹄鞘の修復を期待した装蹄方針を検討、実
施した。

【装蹄療法】
　まず行ったのはCoronary Grooving（以下CG）と
呼ばれる造溝法で、この効果により、内側蹄冠部に
かかる荷重を軽減し蹄壁の生長促進を期待した。今
回行ったCGは（図2）ループナイフと蹄鑢を用いて処
置を行ない、新生角質生長の妨げにならないよう
に、高さ深さ共に１㎝を目安に、蹄壁中層を出来る
限り取り除いた。次に、全方向への反回を容易に
するため、蹄鉄には全周に下狭を付設したRoller－
Motion Shoe（以下RMS）を選択した（図3）。この蹄
鉄はアルミニウム製の鉄桿を用いて造鉄することが
可能であるため、釘孔の位置を自在に調節でき、下

狭の角度、幅の調整も容易に行うことが出来た。ま
た、RMSに加えて、蹄下面へのAdvance Cushion 
Support（以下ACS）の充填を行った。蹄下面への
ACSを舟底状に充填することで、本来の目的に加え
RMSの反回促進をより強めることが出来た。今回
の症例馬のように、蹄冠部が損傷している場合、通
常用いられる平坦な蹄鉄を装着すると駐立時のわず
かな動きでもその平坦な形状により反回は妨げら
れ蹄冠部に負荷がかかる。しかしながら、RMSと
ACSを装着する事で、蹄冠部への負荷を大幅に軽減
することが出来る。

【装蹄療法の結果】
　CG、RMS、ACSの複合的な効果によって、初回
装蹄時から1ヶ月で蹄内側は15㎜もの伸長を認め、
第53病日までには蹄骨角度が概ね改善された。
　しかしながら蹄内側のX線透過領域が、葉状層か
ら白帯まで達し、内側蹄壁が脆弱化していたため、
蹄鞘の強度を維持できない危険性があった。そこで
蹄と蹄鉄を包み込むようにフーフキャストを装着し
蹄鞘の堅牢性を補強することで、疼痛を緩和させ、
曳き運動まで行うことが出来た。そして、第108病
日には内側蹄壁の正常な新生角質が3分の2まで生長
したためフーフキャストの装着およびACSの充填
を終了した。その後は順調に調教を重ね、最終的に
は馬場での騎乗運動が可能になった。初診時に認め
られた不正蹄輪は第212病日には正常な蹄壁に更新
し、蹄骨の角度は改善され、内側の透過領域は消失
した（図4）。
　今回、刻々と変化する蹄の異常に各種装蹄療法を
適宜変えて対処したところ比較的早期に蹄鞘の形状
を改善することが出来た。この後、本症例馬は調教
を重ね、無事に競走復帰している。
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図1　患肢蹄の症状

cmcm

図2　CGの処置

図3　Roller－Motion Shoeとは

図4　蹄鞘の形状が改善
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蹄へのレーザー照射が蹄壁の生長に与える影響

○吉川誠人・山内裕樹・中島康貴・工藤有馬・吉原英留・額田紀雄（栗東）

【背景と目的】
　近年、蟻洞や裂蹄などの蹄疾患をかかえる馬は多
く、重度のものでは蹄壁の強度の低下から跛行を呈
す事によって長期の休養や運動を制限する必要があ
り、蹄壁の生長促進が蹄疾患からの早期の競走復帰
に重要視されている。また、健常蹄においても蹄壁
の生長不良は、蹄質の悪化から釘付け装蹄が困難と
なることや白線裂などの蹄疾患を引き起こす要因と
なることから、蹄壁の生長促進は全ての馬にとって
有用といえる。蹄の生長を促進させる方法として蹄
に治療用レーザーを照射する例があるが、その効果
については正確には分かっていない。そこで、ヘリ
ウムネオンレーザー（以下レーザー）が蹄の生長に
与える影響について調査したので報告する。

【材料と方法】
　供試馬は栗東Ｔ・Ｃで繋養されている健常蹄を有
する常用馬8頭を選定し、両前肢の16蹄について計
測した。片側の蹄8蹄にレーザーを照射したレーザー
群とし、対側肢の8蹄はレーザーを照射しないコン
トロール群とした。左右蹄のそれぞれの群への割り
当てについてはランダムとした。
　レーザーは泉工医科工業株式会社製PDT-型コー
ルドレーザー（レーザー光の波長632.8nm、光出力
8.5mW）を使用し、週5日各10分間、蹄尖壁蹄冠部に
連続波のレーザーを照射した。
　5月から10月にかけて1ヶ月ごとに釘付けでの通
常改装を行い、改装後に蹄尖壁蹄冠部にマーカーを
埋め込みＸ線撮影を行った。Ｘ線撮影画像上でマー
カー位置を前回撮影時と比較することで、1ヶ月間
の蹄壁移動量を計測した。また、改装時には外貌の
写真撮影も行い、蹄輪の変化を観察した。蹄壁移動
量は28日を1ヶ月として5ヶ月分算出した。

【結果】
　蹄壁移動量は4ヶ月目がレーザー群8.31㎜、コン
トロール群7.77㎜、5ヶ月目がレーザー群8.49㎜、コ
ントロール群7.60㎜であり、最後の2ヶ月でレー

ザー群の方が有意に大きかった（図1）。蹄壁移動量
の5ヶ月間の合計はレーザー群（43.34㎜）の方がコン
トロール群（40.07㎜）よりも有意に大きかった（図2）。
外貌写真上、両群とも蹄輪の異常はなかった。（写
真1,2）

【考察】
　5ヶ月の合計でレーザー照射群は約8％蹄壁移動
量が大きかったことから、蹄冠へのレーザー照射は
蹄の生長促進効果があることが示唆された。4ヶ月
目・5ヶ月目でレーザー群の蹄壁移動量が有意に大
きかったことから、レーザー照射を長期間継続する
とより効果がある可能性が示唆された。蹄冠の一部
にレーザーを照射しても蹄輪の異常は認めなかった
ことから、局所的にレーザーを照射しても蹄全体が
均一に生長することが示唆された。レーザーによる
蹄の生長促進は蹄疾患時の休養や運動制限期間を短
縮するだけでなく、正常蹄でも、通常の装削蹄時に
括削できる量が増加する事で、傷んだ角質を除去し
やすくなり、蹄疾患のリスクを減らすことにつなが
ると考えられる為、装蹄療法との併用や日常的な蹄
管理の手段として、レーザー照射を継続的に行うこ
とは有用であると考えられた。
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図1　各月の蹄壁移動量

33..2277

40.0743.34
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図2　5ヶ月間の蹄壁移動量の合計

写真1　実験開始時の蹄

写真2　実験終了時の蹄
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競走中の腕節構成骨々折に関連する発症要因について

○福田健太郎・高橋敏之・桑野睦敏（総研）

【背景と目的】
　これまでの調査によって、事故見舞金の対象とな
る競走中の骨折や重度の腱・靱帯損傷などの事故に
は、年齢、体重、馬場状態などの複数の要因が関連
することが明らかとなった。また、芝とダート競走
では、損傷を発症する要因がそれぞれ異なることも
既に報告されている。骨や腱・靱帯はその機能の違
いから、受ける力の大きさやタイミングが異なり、
損傷部位が違えば事故要因も異なると推察されるが、
これまで詳細は不明であった。そこで事故予防の観
点から、競走中に最も多発する腕節構成骨の骨折に
着目し、芝・ダート競走別に各要因の関わり度合い
について統計学的に解析した。

【材料と方法】
　2008 ～ 2012年の5年間にJRAの平地競走に出走し
た全JRA所属馬延べ239,579頭を解析対象とした。競
走中に3ヶ月以上の事故見舞金に該当した、副手根
骨を除く腕節構成骨々折（腕節骨折）を発症した馬を
発症群、その他の出走馬を対照群とした。検討した
要因は、開催競馬場、実施時期、性別、年齢、所属
トレーニング・センター（トレセン）、出走時馬体重、
負担重量、競走距離、競走条件および馬場状態とし
た。これら各要因について、芝・ダート競走別に発
症割合を算出し、カイ二乗検定後、ロジスティック
解析を実施し関連性を検討した。

【結果】
　腕節骨折発症率は、ダート競走（1.012％）が芝競
走（0.704％）に比べ有意に高かった。
　芝・ダート競走とも、所属トレセン（美浦）、競走
距離（短距離）、馬体重（重い）、年齢（4歳以下）の各
要因が腕節骨折発症と関連して発症リスクを増加さ
せることが分かった。また、ダート競走では馬場状
態（不良）もリスクを増加させていた。競走条件につ
いては、芝競走ではオープン競走において、ダート
競走では新馬未勝利・500万下の競走において腕節
骨折の発症リスクが増加することも分かった。

【考察】
　これまで腕節骨折の発症背景は不明であったが、
今回の結果から、芝・ダートを問わずその危険性を
増すような独立した要因が複数存在することが明ら
かとなった。その内容は、体重などのような競走馬
自身の内的要因や、馬場状態のような容易に調整の
つかないような環境要因にまで及ぶため、腕節構成
骨々折の予防は困難であると考えられた。腕節骨折
は短距離で発症リスクが高かったが、これは既報に
おける「芝競走では、見舞金対象事故は長距離で発
症リスクが高い」という結果と異なっており、本症
の特徴であるものと考えられた。
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表１：所属トレセン要因のオッズ比。美浦は栗東
に比べ有意に高い数字だが、その違いはわ
ずかである。

表４：年齢要因のオッズ比。４歳以下の馬で有意
に高い数値を示す。特に３歳以下では顕著。

表２：競走距離要因のオッズ比。短距離競走ほど
有意に高い数値を示す。

表５：競走条件要因のオッズ比。芝とダートでは
傾向が違う。

表３：馬体重要因のオッズ比。重量馬ほど有意に
高い数値を示す。

表６：馬場状態要因のオッズ比。ダート競走にお
いてのみ、疾患発症との関連性が認められ
た。その他に調査した発症要因は、疾患発
症との関連性が認められなかった。
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地下部形態的特性の異なるノシバ系統を混植した場合の
生育状態について

○今泉信之・浅川敬之・高田順一（施設部）・三品次郎（総研）・美濃又哲男（（有）エル・エス研究室）

【背景と目的】
　これまで、約500系統のJRAノシバ類保存系統お
よびその他既存系統の中から選んだ68系統を用いて
ノシバターフの特性・特徴を明らかにするため調査、
検討を行ってきた。その結果、ターフとしての評価
が優れている優良系統は、地下部匍匐茎の重量が
重く、さらにその90%以上が表層3 cm内に密集する
（密集型系統）ことを明らかにし、いくつかの密集型
の優良系統の選抜を行うことが出来た。しかし、こ
れら優良系統の共通の問題点として、表層に密集す
る匍匐茎が競走によりディボットとして剥ぎ取られ
てしまうと、その下には匍匐茎が少なく、均一性や
クッション性に少なからずの影響を及ぼすと共に、
ノシバの回復も遅くなることが懸念された。仮に表
層に加え、深い匍匐茎を持つ優良系統（分散型の優
良系統）の選抜ができれば、このような懸念は払拭
できるが、これまでのところ選抜出来ていない。そ
こで、密集型優良系統と分散型系統の混植を行い、
深い匍匐茎も存在する優良ノシバターフの栽培が可
能かどうかを評価するため、調査検討を行った。

【材料と方法】
　供試ノシバ系統として、密集型優良系統は4系統、
分散型系統は分散型の中で最も優良と判断した1系
統を用いた。試験区は密集型4系統それぞれに対し
分散型1系統を混植し、4種類の混植区を3反復（合計
12混植区）、およびそれぞれの系統の単植区を1反復
（合計5単植区）とした。ノシバ苗の植付けは、2010
年夏に1辺140cmの正方形試験区に25cm間隔で25箇
所に植付けた。各系統の匍匐茎の先端部分（2～ 3
節含む）1本を1株とし、混植区では1箇所に2系統の
株をそれぞれ2株づつ、単植区では1箇所に4株植付
け、その後芝生状態まで育成し2012年に調査を行っ
た。調査項目はノシバ各器官の本数、乾燥重量の
測定、特に地下部匍匐茎については層別（表層0～
3cm、下層3～ 10cm）に乾燥重量測定を行った。

【結果と考察】
　混植区の下層7cmの匍匐茎重量は、想定通り優良
系統単植区より増加した（図１）。その割合は各密集
系統混植区において40 %前後まで増加していた（図
2）。しかし、表層0～ 3cm の割合は減少しており、
剪断抵抗値も減少する傾向が認められた（図2、3）。
また、混植区の匍匐茎全重量は優良系統単植区に対
してほぼ同程度であった。従って、混植栽培の結果、
表層の匍匐茎は優良系統単植区より減少傾向にある
ものの、下層7cmの匍匐茎量は40 %前後まで増加す
ることから、ディボット箇所の回復を早めるための
一つの有効な栽培方法であると考えられた。今後は
混植する系統の組合わせや混合割合などを工夫する
こと、また深い匍匐茎を持つ優良系統（分散型の優
良系統）の選抜など、芝馬場にとって理想的なノシ
バの検討を重ねたい。
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図2　各試験区の表層と下層の匍匐茎重量の割合

図1　下層7㎝の匍匐茎重量の経時的推移 図3　せん断抵抗値※の経時的変化
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一過性の短時間高強度運動は中殿筋の核PGC-1α発現量を増加させる

○向井和隆・大村　一・高橋敏之・松井　朗・間　弘子（総研）・北岡　祐（東京大学大学院）

【背景と目的】
　Peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma coactivator (PGC) -1αは、ミトコンドリ
アの増殖を制御する上で重要な役割を果たしてい
る転写活性化補助因子である。ヒトやマウスにお
いて、持久的運動や高強度インターバル運動を行
うと、PGC-1αタンパク質の発現量が増加したり
（Terada&Tabata 2004, Gibala et al. 2009）、細胞質
から核へPGC-1αタンパク質が移動すること（トラ
ンスロケーション）が知られている（Little et al. 2010 
& 2011）。その結果として転写因子が活性化し、ミ
トコンドリアが増加するが、ウマに関するデータは
ほとんどない。そこで我々は一過性の短時間高強度
運動後にサラブレッドの中殿筋のwhole muscle、細
胞質および核のPGC-1αタンパク質量の変化を調べ
た。

【材料と方法】
　10頭のサラブレッド（去勢雄9頭、雌1頭；6.0±
0.5歳、505±8 kg）を傾斜6%のトレッドミルで115% 
V
4

O2max強度でオールアウトまで走行させ、酸素摂取
量、呼吸交換比、心拍数、血漿乳酸濃度を測定した。
運動前、直後、4時間後および24時間後に中殿筋か
らニードルバイオプシーを実施した（図1）。得られ
た筋サンプルをホモジネートした後、遠心分離し、
whole cell lysateを回収した。また、市販のキット
を用いて、筋サンプルの細胞質および核分画を抽出
した。whole muscle、細胞質および核分画のPGC-
1αタンパク質量をウエスタンブロットで定量した。
データは一元配置分散分析の後にTukey’s testで多
重比較を行い、有意水準はP<0.05とした。

【結果】
　オールアウト時の酸素摂取量は156±4 ml kg-1 
min-1、呼吸交換比は1.17±0.03、血漿乳酸濃度は
29.6±1.3 mmol l-1で、主運動の走行速度および走行
時間は、それぞれ13.6±0.1 m s-1、132±4秒だった（表
1）。whole muscleおよび細胞質PGC-1αタンパク質

量は運動前後で変化しなかった（図2, 3）が、核PGC-
1αタンパク質量は運動前に比べて運動24時間後に
有意に増加した（+ 96%）（図3）。

【考察】
　whole muscleや細胞質ではPGC-1αタンパク質量
が変化しなかったにも関わらず、核PGC-1αタンパ
ク質量が増加したことから、短時間高強度運動に
よって細胞質から核へPGC-1αのトランスロケー
ションが起こっていることが示唆された。一般的に
ミトコンドリアを増加させるには、長時間の持久的
トレーニングが必要と考えられているが、競走馬
の追い切りのような短時間高強度運動においても、
PGC-1αのトランスロケーションを介して、ミトコ
ンドリア増殖が促進されていることが示唆された。
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表1　トレッドミル運動負荷試験の各指標

図2　Whole muscleホモジネートのPGC-1αタ
ンパク質量の推移。PGC-1αタンパク質量
は運動前後で変化しなかった。

図1　トレッドミル運動負荷試験と中殿筋バイオ
プシーのプロトコル

図3　細胞質分画と核分画のPGC-1αタンパク質
量の推移。細胞質PGC-1αタンパク質量は
運動前後で変化しなかったが、核PGC-1α
タンパク質量は運動前に比べて運動24時間
後に有意に増加した（P<0.05）。
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給与飼料の種類が競走馬のエネルギー利用に与える影響

○松井　朗・向井和隆・大村　一・高橋敏之・間　弘子（総研）

【背景と目的】
　エネルギーの基質は炭水化物と脂肪であり、ヒト
やラットではそれらの摂取量がエネルギーとして利
用される両者の割合に影響を及ぼすことが知られて
いる。運動強度も炭水化物と脂肪がエネルギーとし
ての利用割合に影響を及ぼすと考えられる。
　近年、競走馬の運動負荷が強くなるに伴い、炭水
化物（デンプン）が多く含まれる燕麦などの穀類の増
飼が一般的に行われている。一方、デンプンの過剰
摂取は馬の消化器官などに悪影響を及ぼすことから、
植物油や易消化性繊維を含むビートパルプなど脂肪
を中心として増飼する試みも散見される。競走馬に
おいても、摂取エネルギーの基質の違いが、運動時
における炭水化物および脂肪の利用量が変化すると
考えられるが、その程度は解明されていない。そこ
で、競走馬の効率的なエネルギー給与を考えるため、
給与飼料中の炭水化物および脂肪量がエネルギーと
して利用される両者の量に影響を及ぼすのかを検討
した。

【材料と方法】
　サラブレッド研究馬９頭（セン馬）について、高デ
ンプン飼料（HS）群、高脂肪・繊維飼料（FF）群およ
び燕麦やペレット飼料を中心とした標準的な飼料を
与えた対照群に無作為に分け、これら試験飼料は本
試験の３週間以上前から給与し、クロスオーバーに
て延べ27頭について試験を実施した。炭水化物（グ
ルコース）および脂質（グリセロール）の安定同位体
を標識として、運動前、運動中および運動後におけ
る炭水化物と脂肪のエネルギー利用量を調べた。馬
は試験開始2ヵ月前から試験期間中は馬用トレッ
ドミルにてコンディショニング（週5日、約90-100％
VO2maxの速度）を実施し、本試験は（傾斜6％、各2分）
1.8m/s⇒3.6m/s⇒7 m/s⇒3.6m/s⇒110％VO2max速度
⇒C-Down（15min）のプロトコルで運動を実施した。

【結果】
　炭水化物の組織からの放出量（グルコース放出量）

は、運動前の安静時から速歩時においてHS群はFF
群や対照群に比べて有意に大きかった（P<0.001）（図
1）。しかし、高強度運動時および運動後は群間に差
はみられなかった。炭水化物の組織への取り込み
量（グルコース取込量）はおおむね炭水化物がエネル
ギーとして利用された量として推察されるが、試験
開始の105と120分後にHS群は有意に大きくなった
（P<0.001）（図2）。しかし、運動中やその後におい
て群間に差はみられなかった。脂質の組織からの放
出量は、運動前・中・後において群間に差はみられ
なかった（図3）。脂質の組織への取り込み量は、運
動中の速歩時（3.6m/s）はFF群が他群に比べて有意
に大きくなった（P<0.001）（図4）が、その他の期間
では群間に差はみられなかった。

【考察】
　高強度運動時および運動後の炭水化物・脂肪のエ
ネルギー利用量は高デンプン飼料および高脂肪・繊
維飼料の給与に影響されないことから、エネルギー
供給の面から植物油やビートパルプは穀類に劣る飼
料ではないと評価できた。
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図1　炭水化物の組織からの放出量（グルコース放出量） 図3　脂質の組織からの放出量（グリセロール放出量）

図2　炭水化物の組織からの取込量（グルコース取
込量）

図4　脂質の組織への取込量（グリセロール取込量）
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襲歩による筋疲労が速歩時の浅・深指屈腱、繋靭帯の力に及ぼす影響

○高橋敏之・大村　一・向井和隆・松井　朗・間　弘子（総研）

【背景と目的】
　浅指屈腱炎は治癒までの期間が長く、再発する可
能性も高いことから、重要な損傷である。その原因
としては、運動により腱に繰り返し大きな力が加わ
ること、加齢による腱組織の退行性変化などが考え
られている。また、長距離競走出走馬では発症の確
率が高いと報告されていることから、走行による筋
疲労も発症に関連すると予想されている。この時に
起こる現象としては、深指屈筋は浅指屈筋と比較し
て速筋の割合が高いために早く疲労すること、また、
深指屈筋および浅指屈筋の筋放電量が低下すること
が筋電図の観察により示されている。これらのこと
が、浅指屈腱、深指屈腱および繋靭帯にかかる力が
どのような影響を及ぼすかを検討するために、疲労
困憊運動前後の速歩において各腱・靭帯にかかる力
を比較した。

【材料と方法】
　実験には、サラブレッド種、去勢馬6頭、メス4
頭、体重460-549kg、年齢4-9歳を用いた。右前肢の
蹄最大横径部、蹄関節、球節および腕節の関節中心
外側にレントゲンにより位置を確認しながらマー
カーを装着した。+6%のトレッドミル上において4 
m/s、5分間の準備運動後、曳き馬により約3.5 m/s
の速歩を行い、右前肢の床反力および各マーカー位
置を250 Hzで4回記録した。その後、+6%のトレッ
ドミル上において漸増負荷試験（4 m/sから2分ごと
に2 m/sずつ増速、13 m/s以降は1 m/s増速）を疲労
困憊となるまで行い、直後から運動前と同様に床反
力およびマーカー位置を4回記録した。測定した床
反力、各マーカー位置および予め作製していた前肢
モデルから浅指屈腱、深指屈腱および繋靭帯にかか
る力を算出し、疲労困憊運動前後の平均値を比較し
た。統計処理には対応のあるt検定を用い、有意水
準を5%とした。

【結果および考察】
　疲労困憊運動前後の速歩の速度および床反力に

差は見られなかった。浅指屈腱にかかる力は運動
後には低下傾向（運動前5,221±1,852 N、運動後4,553
±1,520 N）、であり、繋靭帯にかかる力は有意に増
加していた（運動前12,053±1,227 N、運動後13,088±
796 N）が、それらの変化量は大きくなかった。深
指屈腱にかかる力は運動前後で差が見られなかった。
これらの結果から、疲労困憊運動後の速歩では、浅
指屈腱および深指屈腱において浅指屈腱炎の発症に
関連するような力の変化は観察されず、筋電図にお
いて観察された浅指屈筋および深指屈筋における放
電量の低下との関連性も見られなかった。そのため、
長距離走行による浅指屈腱炎の発症確率上昇の要因
は、今回の研究において測定していない襲歩時にの
み起きているか、または、浅指屈筋および深指屈筋
のみの疲労によるものでなく、全身の疲労によるバ
ランス調整能力低下によるミスステップや運動時間
が長いために浅指屈腱の高温状態が継続することな
どではないかと考えられた。
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トレーニング・センター3歳馬に対する馬鼻肺炎ワクチン
全頭接種による集団免疫効果

○坂内　天・根本　学・辻村行司・山中隆史・近藤高志（栃木）・前　尚見・立野大樹（栗東）
大出浩隆・太田　稔（美浦）

【背景と目的】
　感染症から集団を防御するためには、ワクチンに
よって流行抑制に有効な集団免疫率を維持すること
が重要である。2009-10年に両トレセンで3歳馬に対
する馬鼻肺炎（ERV）ワクチンの全頭接種を開始し
た翌シーズンから、ERVの流行が小規模になった。
全頭接種が効果を示したと推測されるが、なぜ最初
のシーズンから流行を抑制できなかったのかは明ら
かになっていない。本研究ではこの疑問を解決し、
3歳馬全頭接種の有効性を明らかにするため、ワク
チン接種3歳馬の中和抗体応答、ワクチン接種率と
集団免疫効果の二つの点から検証した。

【材料と方法】
　全頭接種開始後の2010-11年に栗東トレセンで採
取した106頭の経過血清を用い、フォーカス減少法
によりERV中和抗体価を測定した。2006-13年の
ERVワクチン基礎接種頭数、3歳世代新入厩頭数、
世代別在厩頭数を基に、両トレセンの各年3歳世代
の接種率、４歳以上を含めた在厩馬全体の推定接種
率を求めた。

【結果】
　1回目のワクチン接種後、中和抗体幾何平均値は
31.0から53.7に上昇し、2回、3回接種後はその値が
ほぼ維持された。1回接種後に20.0％、3回接種後に
31.4％の個体で4倍以上の抗体上昇が見られた。各
年3歳世代のワクチン接種率は、両トレセンとも全
頭接種開始前は50%程度だったが、2009-10年以後
90%前後に上昇した（表1）。トレセン在厩馬全体の
推定接種率は、全頭接種開始前は50%程度だったが、
2009-10年以後４年間で、栗東は74.8、83.0、88.7、
91.7%、美浦は77.0、83.7、88.8、90.2%と段階的に上
昇した（表2）。

【考察】
　2009-10年以降、全頭接種により3歳馬の中和抗体
価が上昇し、流行の抑制に貢献したと考えられる。
複数回接種後に中和抗体が上昇する個体もあったこ
とから、複数回の接種は有効であると考えられた。
ワクチン接種率と集団免疫効果の点からは、全頭接
種開始後、トレセン在厩馬全体の接種率が段階的に
上昇した結果、1シーズン目の接種率では流行抑制
に不充分であったが、2シーズン目から集団免疫効
果を発揮し、流行を抑制したと考えられる。
　本研究の結果から、ERVに対する集団免疫効果
を得るには、流行の主体である3歳馬のみではなく、
4歳以上も含めたトレセン在厩馬全体を一群として
捉え、集団免疫率を高めることが重要であることが
明らかになった。

表1　各シーズン3歳世代のワクチン接種率（％）

2006-07 44.6 47.4
2007-08 45.6 41.7
2008-09 58.8 57.7
2009-10 95.4 88.1
2010-11 94.8 86.9
2011-12 89.2 79.7
2012-13 86.6 84.5

表2　在厩馬全体の推定ワクチン接種率（％）

2006-07 47.1 48.1
2007-08 46.2 44.5
2008-09 52.1 51.7
2009-10 74.8 77.0
2010-11 83.0 83.7
2011-12 88.7 88.8
2012-13 91.7 90.2
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トレーニング・センターにおける
馬鼻肺炎ワクチン接種体制変更前後の流行状況調査

○大出浩隆・太田　稔（美浦）・坂内　天・辻村行司・近藤高志（栃木）

【背景と目的】
　トレセンでは、毎年冬～春に馬鼻肺炎ウイルス
（ERV）を原因とする発熱が流行している。本病は、
特にクラッシックレースを目指す3歳馬にとって脅
威となる。JRAでは、本疾患を予防するために1996
年より不活化ワクチン接種を導入している。その接
種体制は、2008-09年以前については、トレセンに
入厩する若齢馬（10-12月の2歳馬および翌年1-3月の
3歳馬）のうち、入厩検疫時のELISA抗体価が低い馬
のみを抽出し、接種していた。しかし、この方法で
は、放牧へ出ずにトレセン内に在厩していた馬や入
厩検疫時においてELISA抗体価が高い馬は、接種対
象から除外されていた。そこで2009-10年以降、よ
り効果的な接種体制の確立を目的に、接種対象を流
行期にトレセンに在厩している若齢馬全頭ならびに
この期間中に入厩する若齢馬に拡大し、各馬に3回
を上限に接種してきた（図1）。本調査では、接種体
制を変更し、4シーズンが経過した現時点でのワク
チン接種状況とERV流行状況について調べた。

【方法】
　変更前後におけるワクチン接種頭数、接種率を調
査した。また、1999 ～ 2013年の発熱馬頭数と感染
馬頭数を調査した。血清疫学調査には、発熱馬の初
診時およびその3～ 5週後の回復期におけるペア血
清を用いて、補体結合反応およびgG-ELISAによっ
てERVに対する抗体価を測定した。両検査法でペ
ア血清間に4倍以上の抗体価上昇が認められたもの
をERV陽性と判定した。なお、発熱馬のうちペア
血清を得られなかった馬が多数いたため、感染馬頭
数はペア血清が得られた検査馬頭数に対するERV
感染馬頭数の割合と発熱馬頭数の積を推定感染馬頭
数として算出した。

【結果と考察】
　変更前後における平均延べ接種頭数は、それぞれ
4,461頭、9,341頭であった。変更前後の平均接種率は、

それぞれ49.7%、92.8%であった（図2）。
　また、1999-2000年～ 2008-09年までの平均発熱
馬頭数は、栗東244±57頭、美浦166±54頭で、平均
ERV感染馬頭数は、栗東105±49頭、美浦66±46頭
であった。これに対して、2010-11 ～ 2012-13年ま
での平均発熱馬頭数は、栗東136±15頭、美浦78±
10頭であり、平均ERV感染馬頭数は、栗東21±12頭、
美浦14±15頭であった（図3）。以上より、全頭接種
を開始した2009-10年は、それまでの平均と同程度
の流行が認められたものの、接種体制変更後2シー
ズン目の2010-11年シーズン以降、3シーズン連続で
流行規模は小さくなったことが分かった（図4、図5）。
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図1　変更後の接種体制 図4　発熱馬とERV感染馬頭数（栗東）

図2　ワクチン接種頭数と接種率の推移 図5　発熱馬とERV感染馬頭数（美浦）

図3　発熱馬とERV感染馬頭数
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静脈内投与が可能な抗インフルエンザ治療薬（ペラミビル）の
馬インフルエンザ治療への応用

○山中隆史・坂内　天・根本　学・辻村行司・近藤高志・松村富夫（栃木）

【背景と目的】
 　馬インフルエンザ（EI）は、馬インフルエンザウ
イルス（EIV）の感染による馬の急性呼吸器疾患であ
る。EIの致死率は低いが、稀に致死的な2次的な細
菌性肺炎を招くことがある。過去に我々は、ノイラ
ミニダーゼ阻害薬であるオセルタミビルの経口投与
が、EIの治療法として有効であることを実験的に示
したが、同薬剤は経口投与を1日2回5日間行う必要
があり、獣医領域における応用には困難が伴うと考
えられた。近年になり、オセルタミビルと同じ薬理
作用を有するペラミビルが、人医学において臨床応
用されるようになった。同薬剤は静脈内投与が可能
であり、1回の投与で有効とされている。これらの
特徴は、獣医領域においても利点となり得ることか
ら、EI発症馬を実験的に作出してペラミビルの治療
効果について検証した。

【材料と方法】
　1歳馬6頭を、ペラミビル群と生食群とに3頭ず
つ無作為に分け、これら全ての馬に対して、EIV
（108.3EID50/馬）を接種し、実験期間をウイルス接種
後14日間とした。実験中は、毎朝、体温を測定し、
症状（鼻漏および咳嗽）を記録した。また、毎日、血
清および鼻汁を採取し、それぞれ、血清中アミロイ
ドA（SAA）濃度の測定およびウイルス分離に供し
た。ウイルス接種後、初めて発熱（≥38.9℃）を示し
た際には鼻汁をエスプラインにてEIVの検出を試み
ることとし、陽性であった場合には、ペラミビル群
にはペラミビル（3000mg/600mL/馬）を、生食群に
は生理食塩水（600mL/馬）を、それぞれ静脈内投与
した。

【結果および考察】
　全ての実験馬は、ウイルス接種2日後に発熱（≥

38.9℃）を示し、エスプライン陽性を示した。そこ
で、ペラミビル群および生食群に対して、ペラミビ
ルおよび生理食塩水をそれぞれ静脈内投与した。ペ

ラミビル群では明瞭な2峰目の体温上昇が殆ど認め
られなかったが、生食群ではEIに典型的な2峰性の
発熱が観察された結果、ウイルス接種6日後のペラ
ミビル群の平均体温は生食群に比較して有意に低値
であった。ウイルス接種3日後までに、全ての実験
馬において鼻漏や咳嗽が観察されたが、ペラミビル
群ではいずれの症状も観察された期間は、生食群に
比較して有意に短縮していた。また、ペラミビル群
では、ウイルス接種4日以降において急速にSAA濃
度が低下し、ウイルス接種5から12日後において生
食群よりも有意に低値を示した。
　以上の結果は、ペラミビルの1回の静脈内投与が、
EIの治療法として有効であることを示唆している。
なお、今回の実験のペラミビル群において、副作用
と思われる所見は観察されなかった。
　なお、以上の内容は、The Veterinary Journal 誌
2012年193巻2号に公表されている。
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1-3ヶ月齢の子馬における気管洗浄液中 Pneumocystis carinii
遺伝子量の推移

◯上野孝範・丹羽秀和・山中隆史（栃木）・遠藤祥郎（宮崎）・佐藤文夫（日高）

【背景と目的】
　生産地において、発熱や呼吸器症状を呈し数日内
に急死する子馬が毎年散見され、剖検時に採取され
た肺組織に Pneumocystis carinii 菌体が観察される
ことがある。P. carnii は人工的な分離培養方法が確
立されていない菌であるため、生前診断は一般に細
胞診や定性的PCRに基づいているが、呼吸器症状を
有す当歳馬について定性的PCR法による診断法を検
討したところ72例中55例において P. carinii の特異
遺伝子が検出された。ヒトにおける調査では健康乳
児の血清から抗ニューモシスチス抗体が頻繁に検出
されるという報告があり、広範な感染・保菌が示唆
されている。当歳馬も同様の状況であるならば感染
の有無のみを判別する定性的PCR法による生前診断
は不適当であり、健常馬・症例馬間での保菌量の比
較が必要となるが、現在のところ健常馬における P. 
carinii 保菌状況に関する情報は不足している。そこ
で健常当歳馬の保菌状況を明らかにすることを目的
とし、気管洗浄液中の P. carinii 遺伝子の検出なら
びに定量を実施した。

【材料と方法】
　調査には2012年にJRA日高育成牧場において生産
された健康なホームブレッド8頭（雄3頭、雌5頭）を
用い、気管洗浄液を生後3, 4, 6, 8, 10, 12週目に常法
に従い採取した。また、P. carinii 遺伝子の検出な
らびに定量は、今回新たに確立したreal-time PCR
測定系を用いて実施した。

【結果】
　気管洗浄液中の P. carinii遺伝子は生後4週より検
出され始め、生後8週には8頭全てでその存在が確認
された。また、個体ごとの P. carinii 遺伝子量には
差異が見られ、調査期間中の最大値を比較した場合、
個体間で最大約16倍の差が見られた（図1）。なお調
査対象期間中、呼吸器症状をはじめとした特記すべ
き臨床所見は観察されなかった。

【考察】
　今回の調査により、呼吸器症状が認められない健
常な子馬においても、生後早期より下部気道に P. 
carinii が存在していることが明らかとなった。これ
らの結果は、ヒト健康乳児における調査結果に類す
るものであり、当歳馬においても広範に P. carinii
の感染・保菌が生じているものと推測された。今
後は保菌量に基づく生前診断法の検討を行うため、
ニューモシスチス肺炎症例の収集ならびに基礎デー
タの蓄積を進める予定である。

図１　気管洗浄液中の P. carinii  遺伝子量
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馬臨床獣医師におけるMRSA保菌調査　第2報

○新崎裕太・黒田泰輔・立野大樹・額田紀雄（栗東）
丹羽秀和・木下優太・片山芳也（栃木）

【背景と目的】
　メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は、メチ
シリンに耐性を示す黄色ブドウ球菌で、多くの株は
他の抗菌薬にも耐性を示す多剤耐性菌である。北米
では、馬臨床獣医師においてMRSAの保菌率が高い
ことが報告されている。我々も、本会の競走馬診療
施設における馬臨床獣医師のMRSA保菌率も同様に
高いことを報告した（第53回競走馬における調査研
究発表会）。
　しかし、前回調査では獣医師から高い保菌率を認
めたが、健康馬からはMRSAは分離されなかったた
め、獣医師の保菌要因を検討することが出来なかっ
た。本研究ではさらに詳細な調査のため、同一施設
内で勤務する獣医師をウマの接触の頻度により分け
るとともに、ウマと接触の無い事務職員の保菌率も
加えて調査し、職種間のMRSA保菌率を比較するこ
とにより伝播要因について検討した。また、獣医師
においては2年前の結果と比較し、経時的な保菌率
の変化についても併せて調査した。

【材料と方法】
　JRA施設内の2つの診療施設に所属する臨床獣医
師54名（診療所A; 26名、診療所B; 28名）を対象とし
て、鼻腔スワブから黄色ブドウ球菌の分離を試みた
（図1）。臨床獣医師の内訳は、診療を主とする獣医
師（一般獣医師）41名と管理業務を主とする獣医師
（管理職獣医師）13名であった。また、同診療所内
で事務作業を主とする職員（事務職員）16名（診療所
A; 7名、診療所B; 9名）についても同様の調査を行っ
た。分離された黄色ブドウ球菌株についてオキサシ
リンの最小発育阻止濃度を測定し、4μg/mL以上で
あった株をMRSAと判定した（図2）。

【結果】
　両診療施設の臨床獣医師におけるMRSA鼻腔内
保菌率は29.6％（16/54）であり、診療所Aは38.5％ 
（10/26）、診療所Bは21.4％（6/28）であった。その

うち一般獣医師では39.0％（16/41）と高い保菌率を
認めたが、管理職獣医師および事務職員の保菌率は
0％ （0/13、0/16）であった（表1～ 2）。

【考察】
　本会の馬臨床獣医師のMRSA保菌率は、2年前の
調査からわずかに増加傾向が認められた。診療所A
はほぼ横ばいで合ったのに対し、診療所Bで増加が
みられた。獣医師における保菌に関する報告におい
て1年以内にMRSA感染症を診察した獣医師は、診
察していない獣医師の8倍保菌率が高いことが報告
されている。診療所Aでは2年前の前回調査以前に
MRSA感染症が発生したが、それ以降、本調査まで
の間に発生は無かった。一方、診療所Bでは本調査
から1年以内にMRSA感染症例が発生している。こ
れらのことからMRSA感染症の発生が診療所Bの獣
医師における保菌率上昇に関連している可能性が考
えられる。
　また、同一施設内で職務を行いながらも一般獣医
師のみにMRSAの保菌が認められ、ウマに接する機
会の比較的少ない管理職獣医師や接する機会のほと
んど無い事務職員の保菌は認められなかった。これ
らのことから本会獣医師内のMRSAの伝播は、施設
環境を介した伝播よりMRSA感染症ウマとの直接接
触による伝播の方がより影響が強い可能性が示唆さ
れた。特にMRSA感染馬や汚染物に接触する場合は、
手袋着用や手指消毒といった衛生管理をより厳重に
行っていく必要があると思われた。
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図1　鼻腔スワブの採取

図2　マンニット培地における卵黄反応

表2　臨床獣医師のMRSA保菌率の変化

表1　診療所、職種別のMRSA保菌率
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競走馬の Clostridium diffi  cile 感染症（CDI）に対する
メトロニダゾールを用いた治療法について

○黒田泰輔・吉原英留・立野大樹・額田紀雄（栗東）
木下優太・丹羽秀和・片山芳也（栃木）・塩瀬友樹（函館）

【背景と目的】
　Clostridium diffi  cile感染症（CDI）はグラム陽性、
偏性嫌気性菌であるClostridium diffi  cileによる感染
症で、ヒト、ブタ、ウシ、ウマにおいて下痢症や腸
炎を引き起こすことが報告されている。特に、ウマ
では致死率の高い急性下痢症であるX大腸炎の原因
の一つと考えられている。
　国内においては2010年から競走馬においてもCDI
の発生が報告されている。国内のウマCDI発症例か
ら分離されている株はいずれもtoxin AおよびBを産
生する強毒株であり、致死率が極めて高く治癒が難
しい現状にある。ウマのCDIの治療には補液等の対
症療法に加えて、抗菌薬メトロニダゾール（MTZ）
による治療が推奨されているが、その投与法などに
関する報告は少なく、治療法は確立していない。本
研究ではウマのCDIに対しMTZによる治療を実施
し、その治療結果からウマCDIの治療法を検討した。

【材料と方法】
　対象は2010年以降栗東トレーニング・センター競
走馬診療所で治療を行ったサラブレッド16頭とし
た。発症場所は栗東トレーニング・センター内10頭、
栗東トレーニング・センター周辺牧場6頭であった。
診断は下痢などの症状を持つウマに対し、糞便を
用いたC.diffi  cile培養検査を実施し、陽性であったも
のをCDIと診断した。また、7頭には培養検査に加
えて15分で診断可能である市販のヒト用簡易キット
（C DIFF QUIK COMPLETE〔株〕アーリアメディ
カル）を用い、CDIの診断を実施した（図1）。
　全頭に補液やNSAIDsなどの対症療法を実施し、
9頭にはMTZを用いず治療を行った。キットにて
CDIの診断を行った7頭にはMTZを用いた治療法を
実施した。MTZの投与量および投与方法は、4頭に
対し肺炎などの感染症に用いる1日3回の15mg/kg
経口投与を実施した。また、3頭に対し1日3回の
15mg/kg経口投与に加え、1日3回の15mg/kg経直腸

投与を行った。

【結果】
　CDIを発症した16頭のうち12頭が死亡または安楽
死となり、全体の致死率は75%であった（表1）。また、
死亡した12頭のうち9頭は3日以内に死亡した。治療
結果はMTZを用いない治療を行った9頭はすべて急
性下痢症の悪化および合併症により死亡または安楽
死となった（表2）。MTZ経口投与を実施した4頭は、
2頭が急性下痢症の悪化により安楽死となり、2頭が
治癒した。また経口投与と経直腸投与を実施した3
頭は、1頭が急性下痢症の悪化により安楽死となり、
2頭が治癒した。

【考察】
　MTZはウマCDIにおいて生存率を有意に高める
ことが報告されている。本研究においてもMTZを
投与した7頭のうち4頭が治癒しており、有意に生
存率が上昇した（表3）。投与方法の比較においては、
15mg/kg経口のみと15mg/kg経口と15mg/kg経直腸
投与を組み合わせた投与法を実施したが、両投与法
ともに治癒例と死亡例がおり、差は認めなかった。
　一方、MTZにて救命困難であった症例では、下
痢発症後数日経過してからMTZによる治療が行わ
れていた。またこれらの症例では急激な腹囲膨満が
特徴的であり（図2）、大量の下痢便の貯留（図3）、腸
管粘膜の広範な壊死（図4、5）が認められており、症
状の進行した症例ではMTZによる治療においても
救命困難であった。
　本報告におけるウマのCDIは極めて急性で劇症的
な疾患であり、治癒には簡易キットを用いた早期診
断と、早期のMTZによる治療が必要であると考え
られる。
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図1　簡易キット陽性例 図2　腹囲膨満

図3　下痢便の結腸における貯留

図4　結腸粘膜壊死

図5　直腸粘膜壊死
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表1　症例一覧

MTZ

表2　治療結果①

P<0.05 Fisher

34MTZ

90

表3　治療結果②
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クロストリジウム・ディフィシル感染症発症馬と術後入院馬
から分離された株の遺伝学的性状の解析

○丹羽秀和・木下優太・片山芳也（栃木）・加藤はる（国立感染症研究所）
黒田泰輔・桂嶋勇輔・吉原英留・額田紀雄（栗東）

【背景と目的】
　クロストリジウム・ディフィシル感染症（CDI）は、
グラム陽性偏性嫌気性有芽胞菌である Clostridium 
diffi  cileを原因とした腸炎を主体とする疾病である。
我々は第53回本調査研究発表会において国内の競
走馬におけるCDIの発生を初めて報告するととも
に、本病が術後X大腸炎の原因の一つとなることを
明らかにした。国内における馬のCDIは、2011年ま
では術後の発症のみが認められていたが、2012年以
降では輸送後の発生などその傾向が多様化している
ことが明らかになってきた。本研究では、これまで
にCDI症例馬から分離された C. diffi  cileについて遺
伝学的性状を解析し、発生傾向の変化との関連性を
検討した。さらに、CDIの重要な発症要因と考えら
れている入院、手術、抗菌薬の使用の有無に着目し、
これらの発症要因の全てを有する術後に入院した馬
における C. diffi  cileの検出状況も調査した。

【材料と方法】
　2010年4月～ 2013年6月に国内のウマのCDI症例
16例から既報の方法を用いて分離した18株の C. 
diffi  cileについて、遺伝学的性状の解析としてPCR 
ribotyping法による遺伝子型別およびPCR法による
主要毒素遺伝子の検出を行った。また、術後に入
院しCDIを発症しなかった19頭（術後入院馬）につ
いて手術前と手術後に定期的に糞便を採取し、C. 
diffi  cileを分離した。これらの糞便から分離された分
離株についてもCDI症例由来株と同様に遺伝学的性
状を解析した。

【結果】
　2010 ～ 11年のCDI症例は、入院発症例が6例、非
入院発症例が１例であった（表1）。2つの遺伝子型の
混合感染であった非入院発症例を含め全ての症例か
らPCR ribotype 078（以下、078）が検出された。一
方、2012年以降では入院発症例が5例、非入院発症

例5例であり、5つの遺伝子型が認められた。入院
発症例では078を含む2種類の遺伝子型が、非入院発
症例では078は認められず4種類の遺伝子型が認めら
れた。分離株は、全ての株が2種類の主要毒素遺伝
子（Toxin AおよびToxin B）を保有していた。また、
術後入院馬19頭はいずれも手術前には C. diffi  cileは
分離されなかったが、術後は7頭から分離され、2種
類の遺伝子型が検出された1頭を含めてすべての馬
から078が検出された（表2）。また、本研究において
対象となった全てのCDI発症馬および術後入院馬が、
発症時または手術後に何らかの抗菌薬が投与されて
いた。

【考察】
　本研究により国内でウマから分離される C. 
diffi  cileは、2012年以降、様々な遺伝子型が出現して
いることが明らかになり、新たな遺伝子型の出現と
発生傾向の多様化に関連が認められた。また、術
後入院馬から検出された C. diffi  cileはいずれも078で
あったことから、078による施設内の汚染が推測さ
れるとともに、入院、手術および抗菌薬の使用は、
国内においても C. diffi  cileの感染リスクを上昇させ
る要因であると考えられた
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表1　国内で認められたCDI症例16例の概要

表2　術後入院馬におけるC. diffi  cileの検出状況
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

競走馬総合研究所　関口　隆

第4回　洋式競馬と西洋蹄鉄術の導入
　明治26年、横浜を舞台に作家幸田露伴は「蹄鉄」と
いう短編小説を発表しています。この物語は、横浜
の異国人仲間で行う競馬で、ダンカンという英国人
がライバルに勝つために、昔、博労をしていたとい
う鍛冶屋傳五郎に特別注文の蹄鉄を作らせます。し
かし、思っていた蹄鉄とはほど遠い仕上りに怒った
ダンカンが、「不都合極る勾配つきたる鉄沓（てつぐ
つ）を作りて得意顔なしおるこの馬鹿者め」とダンカ
ンが言えば、「好いが上にも好かれと我が作ってく
れた沓（くつ）が気に入らなければ置いていけこの馬
鹿唐人」と傳五郎も言い返し、大喧嘩になってしま
う所から始まります。この作品は明治初年の競走馬
の装蹄事情をおもしろく伝えるもので、興味深い作
品です1）（写真1）。

　日本で競走馬の装蹄が行われるようになったのは、
慶応2年（1866）に設立された横浜レース倶楽部の競
走馬で、進歩した英国式装蹄がイギリス人によって
行われ、横浜を中心に競走馬の装蹄が広まったと伝

えられています2）（写真2）。

　写真3は明治初年、根岸競馬で活躍したタイフー
ン号と馬主のＥ・ウィーラー氏です。タイフーン号
は日本産の南部馬で、居留外国人からは「リトルマ
ン」と呼ばれ大変な人気と成績を残しました。また
Ｅ・ウィーラー氏はイギリス人医師で、明治3年イ
ギリス海軍の軍医として来日し、日本レース倶楽部
の副会長も勤めました。ライバルに勝つため、傳五
郎に蹄鉄を作らせたのはＥ・ウィーラー氏だったの
かも知れません3）。

（写真1）小説「蹄鉄」　幸田露伴 作

明治26年、国会新聞社発行の「国会」に新聞小説と
して掲載された。

（国立国会図書館 所蔵）

（写真2）英国式蹄鉄

明治9年発行「蹄鉄提要」に掲載されている英国式
蹄鉄。

（国立国会図書館 所蔵）

（写真3）タイフーン号と馬主のＥ・ウィーラー氏
（馬の博物館 所蔵）
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　西洋蹄鉄術を本格的に取り入れたのは明治政府で、
当初陸軍では模倣的な英国式装蹄が行われていまし
たが、軍馬装蹄の重要性から明治5年フランス人蹄
鉄教師ビュースト氏を招聘し、フランス式蹄鉄術を
導入しました。そして明治9年陸軍は、日本最古の
蹄鉄書「蹄鉄提要」を発刊し、蹄鉄学舎（同18年）を設
立して蹄鉄工教育を始めました（写真4, 5）。また蹄
鉄は、有溝式で軽量な英国式とは異なり、やや厚み
のある無溝式の蹄鉄が使用されました4-6）（写真6）。
　富国強兵を国策にした明治政府は、競馬を奨励し
サラブレッドなど洋種馬を輸入して軍馬改良を推進
しました。そして、軍馬の管理や資質を高めるため
に必要な、獣医師や装蹄師を養成する人材教育も急
ぐ必要がありました。

参考文献
1）幸田露伴. 1950. 露伴全集2巻. 蹄鉄. 193-205. 岩波
書店, 東京.

2）黒川三治郎. 1932. 陸軍獣医団報. 第280号 蹄鉄号. 
明治以降装蹄術の変遷. 103-112. 陸軍獣医団, 東京.

3）日高嘉継. 横田洋一. 1998. 浮世絵 明治の競馬. 明
治の競馬人と競走馬. 90-96. 小学館, 東京.

4）岸本雄二. 1932. 護蹄第13巻第1号. 我国蹄鉄術沿革
史の第一頁. ビュースト氏及ミューラー氏に就て. 
2. 蹄学研究会, 東京.

5）小沼福太郎. 1930. 護蹄第11巻第8号. 本邦に於ける
蹄鉄術の蒼生期. 6-12.蹄学研究会, 東京.

6）白井恒三郎. 1979. 日本獣医学史－復刻版－. B. 明
治初期篇. 五. 明治初期陸軍馬医と蹄鉄術. 6. 陸軍
蹄鉄術の始め. 240-244. 文永堂, 東京.

（写真4）ビュースト氏

我国蹄鉄史の第一頁を飾る人々。護蹄第13巻第1
号. 昭和7年蹄学研究会発行より引用。

（日本装削蹄協会 所蔵）

（写真5）蹄鉄提要（表紙）

 蹄鉄学舎時代の教科書で、フランス人ハロン氏の
原著を後の陸軍中将、大蔵平三氏が翻訳したもの
2）。明治9年陸軍文庫発行より引用。

（国立国会図書館 所蔵）

（写真6）フランス式蹄鉄

馬学説要 明治13年 陸軍騎兵少佐 松村延勝著より
引用。

（JRA 所蔵）
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Planter/Palmer and Small Joint Arthroscopy 
Courseに参加して

海 外 報 告

国井博和1）・平間あき子1）・藤木亮介2）

1）美浦トレーニング・センター・2）栗東トレーニング・センター

1．概要
　平成25年9月18日から21日まで、アメリカ合衆国
ニューヨーク州のコーネル大学に滞在し、20、21日
に同大学獣医学部にて開催された「Planter/Palmer 
and Small Joint Arthroscopy Course」に参加した。

2． 研修スケジュール
　18～ 19日はコーネル大学獣医学部に併設されて
いる大動物診療所にて施設および診療の見学を行っ
た。
　20～ 21日のコースでは、難易度が高いと言われ
ている各関節に対する関節鏡手術の手技および適応
症例を講義で学び、それを実習で実践するという形
式であった。講義はコーネル大学獣医学部の教室に
てスライドを用いて行なわれ、実習は同大学の実習
室にて行なわれた。コーススケジュールの詳細を以
下に記す。
9月20日（金）コース1日目
 8：30　開会式
 8：45　腕節掌側のアプローチ法 （Dr. Alan Nixon）
 9：10　手根骨掌側面の剥離骨折－手技と予後
　　　　（Dr. Alan Nixon）
 9：40　手根骨掌側面の板状骨折－治療オプション
　　　　（Dr. Alan Nixon）
10：00　休憩
10：30　球節－掌／蹠側アプローチ法
　　　　（Dr. Lisa Fortier）
10：50　質疑応答
11：00　実習①：腕節および球節掌／蹠側　骨片摘

出アプローチ

13：00　昼食
14：00　顆骨折の修復－手技と予後
　　　　（Dr. Ian Wright）
14：30　種子骨々折の修復－摘出か内固定か
　　　　（Dr. Ian Wright）
15：00　球節掌側の骨・骨軟骨病変：修復の選択肢
　　　　 （Dr. Lisa Fortier）
15：30　実習②：腕節および球節掌／蹠側　内固定

アプローチ
18：00　1日目終了
19：00　懇親会ディナー（The Boatyard Grill）

9月21日（土）コース2日目
 8：30　飛節蹠側へのアプローチ （Dr. Lisa Fortier）
 8：50　飛節蹠側－関節鏡の適応症例と手術手技
　　　　 （Dr. Alan Nixon）
 9：20　遠位指節関節－背側及び掌側へのアプロー

チ （Dr. Ian Wright）
 9：40　遠位指節関節の関節鏡手術－
　　　　P3骨折修復、P2およびP3軟骨下骨シスト、

掌／蹠側骨片摘出
10：10　舟嚢及び遠位指節関節掌側嚢へのアプロー

チ （Dr. Ian Wright）
10：40　質疑応答
10：50　休憩
11：15　実習③：飛節蹠側及び後肢遠位指節関節に

おける関節鏡
13：00　昼食
14：00　近位指節関節－アプローチと適応症例
　　　　（Dr. Ian Wright）
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15：00　実習④：後肢及び前肢の遠位/近位指節関
節における関節鏡

16：45　閉会式

3． 講師紹介
Dr. Alan Nixon
　1978年 シドニー大学卒。現コーネル大学
Orthopedic Surgery教授、Comparative Orthopaedics 
研究室長およびJD&ML Wheat Orthopaedic Sports 
Medicine 研究室長を兼務する。230以上の論文や
本章を執筆しており、馬整形外科学の教科書を2冊
（1996年Equine Fracture Repair、2005年Diagnostic 
and Surgical Arthroscopy in the Horse; MacIlwraith, 
Wright共著）出版している。臨床的には関節鏡、腱
鞘内視鏡および骨折修復に主眼を置き、ヒトおよび
動物の筋骨格系損傷に対する再生医療の適応を研究
テーマとしている。

Dr. Ian Wright
　1979年ケンブリッジ大学卒。英Animal Health 
TrustのSenior Equine Surgeonおよび馬臨床部門長
を経て、1996年から民間の馬病院であるGreenwood 
Ellis & Partnersにて整形外科の二次診療を行う。馬
の外科や整形外科に関する論文を50以上発表し、教
書5章およびDiagnostic and Surgical Arthroscopy in 
the Horse第3版の編集に携わっている。現在までの
科学的プレゼンテーションは150以上を数え、外科、
関節鏡、内固定および整形外科など多くの卒後教育
コースの講師を務める。
1992 ～  Specialist in Equine Surgery (Royal College 
of Veterinary Surgeons) 
1993～  Diplomate of European College of Veterinary 
Surgery

Dr. Lisa Fortier
　コロラド州立大学卒。現コーネル大学Orthopedic 
Surgery准教授。臨床的には、関節鏡術および筋骨
格系疾患に対する幹細胞治療に主眼を置く。骨関
節炎の発症機序に関する細胞内経路、腱や軟骨損
傷への幹細胞およびPRPの応用に関する研究を行う。
International Cartilage Repair Society前会長およ
びInternational Veterinary Regenerative Medicine 

Society副会長を務める。100以上の論文を発表して
いる。

4． 研修内容
①コーネル大学付属動物病院Cornell University 
Hospital for Animals（CUHA）見学
　コーネル大学の広大なキャンパスの端に位置する
CUHAは、小動物部門と馬部門が廊下を挟んで併設
されており、獣医学部の講義室および研究施設が同
じ建物に入る。馬部門は、北西部最大の馬診療施設
であり年間2500頭が来所する。診療科は、内科、整
形外科、軟部組織外科、循環器科、皮膚科、麻酔科、
繁殖学科、行動学科、歯科、画像診断科、眼科と幅
広く、各分野のスペシャリストが診療にあたる二次
診療施設である。

【向かって右が馬病院の玄関。左が獣医学部の入
口で中央が小動物病院の玄関】

【トレーラーが次々と乗り付けて来所】
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　今回は、研修の講師でもある整形外科の助教授で
あるDr. Lisa Fortierに病院内を案内して頂いた。平
均して1日10件前後の二次診療と7～ 8件の手術を
行っているが、今は近隣のサラトガ競馬場の開催が
終了したばかりで、競走馬の多くは南部の競馬場へ
移動したので比較的静かとのこと。

診療施設
　診療施設は、増設して拡張しているため構造が複
雑ですぐ迷子になる。入院棟は診療科ごとに分かれ
ており、外科、内科、疝痛用（広めで監視モニター
付き）および新生児用で計30馬房あり、感染性疾患
用の入院馬房は別棟がある。入院馬房から廊下を渡
ると手術の前処置室があり、その奥が手術室となっ
ている。構造は複雑だが動線は確保されている。

倒馬風景：①倒馬したら、②馬を吊り上げてマット
を滑り込ませ、③床下に収納された手
術台が上がってくる。ドアの向こうの
手術室へ移動する。

　手術室は3つ、内視鏡レーザー手術や歯科手術を
行う枠馬のある処置室が2つ、レントゲン撮影室、

MRI室、CT室、シンチ室があり、別棟に歩様検査
用の丸馬場とトレッドミル室がある。旧入院棟を転
用した清潔な厩舎には研究用馬が収容されており、
コーネル大学は研究活動が盛んなため、研究用馬は
合計180頭ほど飼育されているという。
　実際に見学した症例の中でも、興味深いものを以
下に紹介する。

MRI
　コーネル大学では1.5テスラの高磁場MRI装置
（Toshiba製Vantage Atlas）を使用している。本会で
導入するstanding unitではなく、全身麻酔下で患部
をガントリーに挿入してスキャンするため、非常
に大掛かりな検査である。馬の検査は月に２～３頭
で、需要は小動物の方が圧倒的に大きい。馬では障
害飛越の競技馬が最も多く、競走馬の症例数は少な
い。検査が可能な範囲は、サラブレッドならば蹄か
ら繋靭帯付着部が限界という。費用は、麻酔と検査
のパッケージで1800ドル。
　今回見学した症例は、左前肢跛行が主訴のグラン
プリクラスの障害馬であった。レントゲン検査で蹄
骨伸筋突起の剥離骨折が判明しているものの、オー
ナーが跛行の原因として納得しないため来院した。
エコー検査で第2指関節の側副靭帯に若干の内外差
を認めたため、確認のためにMRI検査を実施した。
結果は異常なし。剥離骨片を摘出して様子をみると
のこと。
　検査手順は、以下のとおり。

①MRI室横の倒馬室内でキシラジン→ケタミンで倒
馬

【歩様検査：右から帯同獣医、Dr.Fortier、レジ
デント獣医、学生2名、テクニシャン、オーナー。
大勢で時間をかけて丁寧に検査する】

【手術台：キムジー社製。エアーマット：Snell社製】

① ①② ③
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②トリプルドリップ（ケタミン、キシラジンおよび
GGE）による静脈麻酔で維持しながら専用のステ
ンレス製台に乗せてMRI室へ移動する。

③肢のポジショニングが完了したらイソフルラン吸
入麻酔に切り替える。

④倒馬から両前蹄の検査終了まで3時間弱、覚醒ま
で含めたら4時間ほど。MRI装置の操作は、国家
資格を持つ専門の技師が行う。

　最も頻繁に発見する病変は、第3中手骨の遠位
掌側の骨軟骨病変（POD: palmar osteochondral 
disease）で、稀に早期の骨折を発見するという。ま

た、他の用途としては、腱や靭帯に幹細胞移植を行
う際に損傷部位をピンポイントで探ることがある。
　 講 師 の 一 人、Dr. Ian Wrightの 所 属 す る
Newmarket Equine Hospitalで は、Hallmarq社 製
standing unitを使用して腕節、飛節まで撮影してい
るという。ただし、近位部ほど体動の影響が大きく
なり、綺麗な画像は得られない。鎮静の手順は、検
査の30分前にアセプロマジンを投与し、直前にメデ
トミジンとブトルファノールの混合注射、検査中は
メデトミジン点滴で維持するという。やはり、一番
多く見られる疾患はPODという。Standing unitを使
用して最も多くの競走馬を検査しているのは、昨年
来日したDr. Sue Dysonなので、何かあったら彼女
に相談するのが良いとのアドバイスを頂いた。

PRP（Platelet Rich Plasma：多血小板血漿）を用
いた治療
　Dr. Fortierは、軟骨や腱・靭帯損傷の再生医療研
究の第一人者であり、CUHAでも積極的に再生医療
を導入している。症例は、慢性右浅屈腱炎（ボーダー
型）のポロポニーが左前肢跛行の主訴で来院した。
レントゲン検査で重度の左腕節炎を確認して、屈腱
損傷部と腕節の其々にPRPを注入することとなった。
PRP作製手順は、以下のとおり。

①Arthex社PRP作製用の2重シリンジで採血する
（15ml）し、シリンジをそのまま遠心する（1,100回
転で5分間）。

②2重シリンジの内筒を引き上げると、内側のシリ

②

③

④
①

②
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ンジにPRP血清のみが吸引される構造になってい
る。バッフィーコートの直上まで吸引したところ
で外側のシリンジから取り外す。

③内側のシリンジに針をつけて患部に注入する。
　　注入部は、毛刈りせず、イソジンとアルコール
による消毒のみ。注入量は、腕節2ml、屈腱部に
6mlずつで、決まりは無いが目安として球節と腕
節は2～ 4ml、屈腱炎は病変部を充満する量を注
入するという。注入後は、屈腱部を包帯で圧迫し、
腕節は絆創膏のみ。抗生剤などは投与せず。30日
後に再診して、必要ならば再度PRPを注入すると
のこと。
　この方法ならば、簡単に衛生的にPRPを作製する
ことができるため、関節内投与などにも安心して使
用できる。是非導入を検討したい。
　このPRPは、バッフィーコートではなくACP
（Autologous Conditioned Plasma：自己調整血清）が
ベースとなっている。作製のポイントは、白血球
（好中球）数を抑えつつ血小板を濃縮することにある。
血小板数を増やすためにどんどん濃縮する方法もあ
るが、こうするとIL-1βやMMPsなどの炎症誘導物
質を放出する好中球も増えて逆効果となることが、
Dr. Fortierらの研究により明らかとなっている。治
療効果を得るには血小板を2～ 3倍程度に濃縮すれ
ば十分とのことである。

歯科治療
　CUHAには常勤の歯科医がおらず、月に1回1週間
ほど専門医であるDr. Jennifer Rawlinsonが滞在する。
訪問時は幸運にも滞在中であり、多くの歯科治療馬
が来所していた。保定方法やレントゲン撮影法など
にいくつかのヒントがあったので、以下に紹介する。

①側方からの撮影：切歯にX線透過性のものを挟む
と、上下額臼歯の咬合面に隙間が生じて読映しや
すい。写真では、犬用のゴム製玩具をくわえさせ
ている。

②背面からの撮影：上下額の切歯にヒモをかけて左
右から引っ張ることで、上下顎臼歯がズレて読映
しやすい。

③施術の保定
無口の鼻革を最大に伸ば
し、顎を支える部分はス
ポンジとタオルを巻いて
ある。枠馬上部から吊れ
るようにロープが固定さ
れている。安定感あり。

②コース1日目
　前述したスケジュールに沿って講義・実習を行っ
た。実習中は講師陣が各班を回り、操作のコツを実
践的に教授し、講義での疑問点に回答するという非
常に親切な内容であった。実習②は内固定の予定で
あったが、腕節・球節掌側・蹠側の関節鏡での観察
と種子骨々片摘出を実施した。以下に各アプローチ
のポイントをまとめた。

腕節掌側のアプローチ法
適応症例：橈骨・手根骨掌側および副手根骨背側に
発症した骨片の摘出（橈骨手根関節内側が最も多い）、
背側から掌側へ変位した骨片の摘出、感染性関節炎
アプローチのポイント（総論）
・背側に病態がある場合は、まず背側を処置し、背

③
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側の孔をタオル鉗子で塞いだ状態で、掌側を実施す
る
・関節鏡は径4㎜のものを使用する
・関節を20～ 30°に屈曲する
・橈骨手根関節もしくは手根間関節に背側から針を
刺し、生理食塩水で関節を膨満させながら掌側の関
節包を確認してカメラ孔を造る
・カメラ孔よりもやや掌側の隣接した位置に器械孔
を造るため、トライアンギュレーションは困難であ
ることが多い
・関節鏡実施時の還流圧は低く保つ
・手根間関節掌側へのアプローチは比較的難易度が
高い
・掌側でアクセスできないエリア（中間手根骨遠位、
第3手根骨外側、尺側および第4手根骨内側、外掌側
手根間靭帯）が存在する

橈骨手根関節内側
・アプローチ可能部位１ヶ所（写真①、図①）
・挿入時のオブチュレーターは内側側副靭帯の近位
掌側に進める（図②）

橈骨手根関節外側
・アプローチ部位３ヶ所（図③、写真②の○）
・骨片等の位置によって選択する

手根間関節内側
・アプローチ部位１ヶ所（写真③の矢印から挿入）
・内掌側手根間靭帯の観察が可能（写真④）

手根間関節外側
・アプローチ部位１ヶ所（図④、写真⑤○）

　上記部位における病態として我々が最も多く経験
するのは背側から掌側への遊離骨片の変位だと思わ
れるが、内腔は狭い箇所が多いが挿入はさほど難し
くないため、今後は積極的に実施していくべきと考
える。また、剥離骨折は年齢、性別、品種および用
途にかかわらず発症すると報告されており、放置す
るとDJDを併発するリスクがあるため、初期の発見
と除去が重要である（DJD発症後に外科手術を実施
しても予後は悪い）。そのため、腕節の腫脹を伴う
跛行にも関わらず背側に病変を認めない場合などは、
特に注意して掌側を観察する必要がある。

手根骨掌側面の板状骨折に対する内固定
今回の研修中では内固定の実習を行わなかったため、
講義でのポイントについて以下に記載する。
発症原因：レース、放牧地での発症、全身麻酔から
の回復時
アクセス可能な骨折
・橈側、尺側、第4手根骨は背側もしくは掌側から
の螺子挿入が可能
　※螺子挿入方向（背側もしくは掌側）は骨片の厚さ
で決定
・中間、第3手根骨は背側からのみ螺子挿入が可能
・副手根骨は螺子を用いた整復、固定は行わない

（写真①） （図①） （図②）

（写真②） （図③）

（写真③） （写真④）

（図④） （写真⑤）
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手術手技について
・Ｘ線撮影もしくは透視検査と関節鏡を併用して実
施する
・可能であれば骨保持鉗子を使用して整復・固定を
行う
・関節鏡下で注射針を設置してＸ線検査にて骨折線
と螺子挿入位置を確認する
・比較的容易に掌側面にアプローチできる
・造孔および螺子挿入はＸ線撮影もしくは透視検査
で確認する
　現状では第３手根骨以外の板状骨折は多くないが、
上記のように他の部位の板状骨折でも同様の手技で
螺子の挿入が可能である。しかし、掌側からのアプ
ローチは関節鏡の視野が背側よりも制限されること、
Ｘ線スカイビュー像の確認が難しいことなどから容
易ではないが、さまざまな角度からの螺子固定を習
得することは、手術手技全体の幅を広げることにつ
ながると考えるため、今後の課題としたい。

球節－掌／蹠側アプローチ法
適応症例：第1指（趾）骨近位掌側骨折、種子骨々折、
顆部骨折、シスト、POD
関節鏡造孔部位：掌側嚢近位、近位種子骨底部、器
械孔は対側もしくは同側（写真⑥）
掌側嚢近位アプローチ
・仰臥位もしくは外側横臥位で保定
・球節は若干屈曲する
・カメラ挿入前に関節を生理食塩水で可能な限り膨
満させる
・器械孔の位置：対側の場合は近位に造孔、同側の
場合はやや遠位に造孔（写真⑥）
（写真⑥：　PP1アプローチ－仰臥位）

種子骨底部アプローチ
・まず近位嚢からカメラを挿入する
・種子骨底部に注射針を挿入して位置を確認して器
械孔を造る
・底部にカメラを挿入しても対側の底部は観察でき
ない
　我々が遭遇する症例のなかでこのアプローチによ
る処置を必要とするのは種子骨々折である。種子
骨々折は摘出・内固定の際に靭帯を切断する必要が
あることから手術の実施について意見が分かれると
ころであると思われるが、今回の研修ではほとんど
の場合、摘出・内固定を行うべきとのスタンスで
あったので、その講義内容について以下に記載する。
種子骨々折の修復－摘出か内固定か
近位種子骨尖端骨折
・サラブレッドでは前・後肢で内・外側ともに発症
するリスクがある
・保存した場合の機能的治癒は程度が低いため、他
の関節内の骨片と同様にほとんどの場合、摘出が必
要
　※骨片と骨体間の癒合よりも靭帯と骨体間の癒合
のほうが機能的治癒に優れているため
・支持機能の不足があまりにも大きい場合は内固定
が必要
・予後悪化につながる要因：骨片の大きさ、前肢内
側、繋靭帯炎

近位種子骨背軸骨折
・保存療法では骨折部位に瘢痕組織が形成されるが、
運動再開時に瘢痕組織が引き裂かれ、跛行が再発す
ることが多い（予後が悪い）
・治療法は骨折による種子骨靭帯の欠損の程度に
よって決められ、選択として最も多いのは関節鏡下
での摘出だが、単純骨折や微小な骨片を伴うものは
内固定を選択すべき

近位種子骨底部骨折
・前肢内側で多く、ほとんどが片側だが両側（内・
外）でも発症する
・小骨片は摘出するべき（関節内の損傷を防ぎ、2次
癒合を期待するため）
・種子骨靭帯損傷は予後大きく影響し、損傷が疑わ

（外側片側） （両側） （内側片側）
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れる場合は内固定を検討する
・関節に面していない場合のみ保存療法を選択

近位種子骨々体骨折
・前肢内側が最も多く、通常、完全骨折で、単純骨
折もしくは小骨片を伴うことが多い
・不完全骨折は急性期にはレントゲン上確認できな
いことがある
・三次元で変位するが掌側背軸変位が一般に最も大
きい
・遠位から螺子を挿入して内固定を行う

関節鏡下顆骨折の修復
　完全骨折では必ず関節鏡下で関節面を確認しなが
ら正確な解剖学的整復を行う必要があるとのこと。
こうすることによって内固定をより強固なものにす
ることができる。
　Ⅹ線上ではきれいに整復されているように見えて
も実際はわずかなズレが生じている可能性があるこ
とから、整復の正確性を非常に重視していた。術後
数日やリハビリ中に疼痛を示す馬がこのような微
細なズレの影響を受けている可能性も否定できない。
しかし、螺子固定術実施時に関節鏡を併用すると間
違いなく麻酔時間は延長してしまう。競走中発症な
ど馬の全身状態があまりよくない環境での使用には
検討が必要であり、馬の重症度や今後の進路（競走
復帰や繁殖）なども視野に入れて手術法を選択する
べきであると考える。

③コース2日目
　コース2日目も初日と同様に講義にてアプローチ
法や適応症例を学び、実習でアプローチ法を実践す
るという流れであった。以下に各アプローチのポイ
ントをまとめた。
飛節蹠側への関節鏡アプローチ
適応症例：感染性関節炎、脛骨内/外果骨折、滑車
稜もしくは脛骨内/外果のOCDなど
アプローチのポイント
・仰臥位
・肢を進展させた状態で関節を膨らませる（写真①）
・手術時には飛節を90°曲げた状態で保持（写真②）
　（ホイストで肢を吊って必要に応じて角度を調整

する）
・カメラ孔は蹠外側囊または内側囊の中心に造る
（写真③）
・器械孔はカメラ孔の対側に造る（写真④）
　カメラの光を確認しながら造孔するとやり易い

　関節鏡の挿入はそれほど難しくなく、関節自体も
広いので器械の操作もしやすい部位である。トレー
ニング・センター内では適応症例に遭遇することは
稀であるが、脛骨内/外果骨折や化膿性飛節炎は時
折見られるので是非習得しておきたいアプローチで
ある。

　上の2枚の写真は研修後（10月）に美浦で右脛骨
外果骨折骨片摘出術を実際に行った症例のCR画像
（左：術前、右：術後）。最終的には関節を切開した
が、この部位の骨片も大きさによってはこのアプ
ローチ法で摘出可能であり、今までは保存療法とし
ていた症例に対して早くも研修の内容が実践できた。
術後も順調であり、症例の積み重ねにより通常の手
術適応症例に加えることが可能だと思う。

写真① 写真②

写真③ 写真④
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遠位指節間関節背側及び掌側への関節鏡アプローチ
1．背側アプローチ
適応症例：第3指骨伸筋突起骨折、感染性関節炎、
第3指骨軟骨下嚢胞など
アプローチのポイント
・仰臥位
・肢は進展させた状態で保定
・背側囊に生食を注入して関
節を膨満させる
・カメラ孔は蹄冠の約3cm近
位、総指伸筋腱の2～ 3cm内
外側に造る（右写真参照）
・器械孔はカメラ孔と総指伸筋腱に対して対称的な
位置に造る
・観察できる範囲はとても狭いので注意が必要
　この部位の関節鏡では第3指骨の伸筋突起がラン
ドマークとなり、関節鏡の先端を回転させながら移
動することで関節の内外側縁、関節包の付着部、伸
筋腱を観察することができる。実際に遭遇した症例
は数例の感染性関節炎だけであるが、伸筋突起の骨
折は摘出できるようにしておきたい。
2．掌側アプローチ
適応症例：感染性関節炎、第2指骨遠位掌側剥離骨
折など
アプローチのポイント
・仰臥位、横臥位どちらでも手術可能だが仰臥位の
方が手術はしやすい
・背側囊に生理食塩水を注入(25ml以上)し関節を膨
満させる
・肢は球節を屈曲（仰臥位で自然に曲がる程度）させ
る
・内または外側の掌側囊を5mm程度切開
・関節鏡は蹄軟骨の直上から舟状骨に向かって背軸
側方向に挿入
・器械孔は関節鏡の光を目印に反対側に造る

　舟状骨の背側関節面の正中矢状稜がまず観察でき、
第2指骨掌側の関節面まで観察可能である。適応症
例は限られるが感染性関節炎は時折認められるとの
こと。この場合その半数以上(9/16頭)に舟囊及び深
指屈腱鞘の感染がみとめられたという報告もあり、
次に報告する舟囊の関節鏡アプローチも不可欠であ
る。

舟囊へのアプローチ
適応症例：感染性舟囊炎
（蹄底からの異物の穿孔が
多い）の洗浄
アプローチ法は2通り
①直接アプローチ
　・仰臥位
　・遠位指間関節を僅かに屈曲させて保定
　・深指屈筋腱の反軸側縁上の蹄軟骨近位、指神経
血管束の掌面に5mm切皮
　・関節鏡は孔より遠位軸側方向に深指屈腱の背側
に沿って進め、第2指骨のほぼ中央に位置する滑
液包に侵入させる
　・器械孔は針を指して位置決めした上で切開する
　・この方法では深指屈腱鞘の穿刺を招くリスクが
あるので注意が必要
②深指屈腱鞘からのアプローチ
　・仰臥位
　・肢はフリーな状態にしておく
　・繋部遠位掌側の皮膚直下にある深指屈腱鞘に生
食を注入し、膨らませる
　・蹄冠の3cm程度近位から深指屈腱の背側に関節
鏡を挿入する
　・関節鏡を腱背側に
沿って遠位に進め、T靭
帯を描出する
　・切開器具を用いてT靭
帯を切開すると舟囊に
到達する
　　必要となる切開器具は以下の3種
　　・Pointed knife straight 3.5㎜（T靭帯に孔を

開ける）
　　・Hook knife straight 3.5㎜（開けた孔を拡げ

る）
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　　・Hook scissors 4.5㎜ straight（開けた孔を
拡げる）

　舟囊の疾患は確定診断に至るまで時間がかかるこ
とが多く、トレーニング・センター内では遭遇する
ことが稀な症例ではあるが、アプローチができれば
関節鏡による舟囊内の検査も可能となるので両アプ
ローチ共に有用だと思う。

近位指節間関節へのアプローチ
1．背側囊アプローチ
適応症例：第2指骨剥離骨折、感染性関節炎など
アプローチのポイント
・スペースが狭いため、カメラ孔及び器械孔の正確
なポジショニングが極めて重要
・仰臥位で肢を最大限に伸展させた状態で保定
・掌側囊から生食を注入して関節を膨満させる
・カメラ孔は総指伸筋腱と繋靭帯外側伸筋枝の反軸
側領域にある囊の近位1/3の位置に開ける（切開は6
～ 7㎜）
・器械孔は関節鏡の光が当たっている真ん中を切開

2．掌側囊アプローチ
適応症例：第1指骨遠位掌側剥離骨折、第2指骨近位
掌側剥離骨折など
アプローチのポイント
・仰臥位で肢は伸展させた状態で保定する
・関節は背側囊から生食を注入して膨満させる
・カメラ孔は第1指骨の遠位約1/3のレベルの掌外
（内）側（第1指骨遠位顆の辺縁から約2㎝近位）に約5
㎜程度開ける
・関節鏡は遠位、軸側方向を意識して挿入する
・器械孔はカメラ孔と対称的な位置に開ける
　背側囊アプローチは感染性関節炎の治療で実施し
たことがあるが、掌側アプローチは経験がない。反
軸側に骨片が存在する場合には絨毛に取り込まれて
いることが多く関節鏡下での摘出は難しいが、軸側
の骨片に関してはアプローチも容易であることから
実施したい。
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時事解説
　近年、非常に注目を集めている概念として「One 
Health」がある。「One Health」とは一体何だろうか？
それは、ヒトの健康、動物（家畜と野生の両方）の健
康と環境の全てが相互に関連しているという考え方
である。ヒトの健康は、動物の健康状態や環境に影
響され、その逆もまたあり得る。この概念を基に、
医師、獣医師、生態学者および他の科学者達は、学
際的に協力して疾病や環境を監視し、疾病の環境中
における伝播や分布様式を研究する。この概念は、
「One Medicine」および「One World」と基本的に同義
である。
　「One Health」という用語は、最近になって脚光を
浴びているが、特に動物とヒトの間で拡がる人獣
共通感染症について考えるうえで、その重要性は長
年に亘って認識されてきた。同様に、環境の変化は、
人間と動物の両方に影響を与える。これには、土壌
や水の利用と食糧供給などが含まれる。商取引の国
際化と人間や動物の移動機会の増加は、いずれも健
康というものに対するアプローチに複合的に影響を
及ぼす。動物に最初に兆候が現れる新興感染症やパ
ンデミックの脅威には、医師、公衆衛生従事者と動
物医療従事者および環境問題の研究者間の協力が、
迅速に種を超えるリスクを認識し防御措置を実行す
るために非常に重要である。同様に重要なことは、
健康への潜在的な影響は、環境保護および生物多様
性の保全の実施と関連して考慮されるべきというこ
とである。
　「One Health」という概念は、ウマおよびウマに接
するヒトに対してどのような影響を及ぼすだろう
か？ウマはヒト、他のウマや家畜、野生動物、屋内
環境ならびに牧草地、森林、水源を含む屋外環境な
どにさらされて生息している。我々がこれらそれぞ
れの環境において、より良い健康管理および立案を
行うことができれば、ウマの健康により良い影響を

衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2014年1号）の紹介

与えることができる。例えば、げっ歯類、鹿、スカ
ンクやオポッサムなどの野生動物の生息状況によっ
ては、ウマをライム病、馬原虫性脊髄脳炎、狂犬病、
サルモネラ症、レプトスピラ症などの感染症に対す
るリスクにさらすことにつながる。これらの感染症
のいくつかは、人獣共通感染症であるため、ヒトに
対しても感染のリスクをもたらすことになる。環境
管理がウマの健康、更にはヒトの健康に対して大き
な影響を与えていることは明らかであり、医療従事
者はこれらの相互関係を認識しなくてはならない。
　本号のEquine Disease Quarterlyでは、「One Health」
のもう一つの例として、馬脳炎に関する最新事情に
ついても報告している。ウエストナイルウイルスの
伝播には、野鳥、蚊、ウマならびにヒトが関与する。
鳥類の死亡および馬脳炎の発生は、蚊の媒介による
ウエストナイルウイルス感染の危険性がヒトに及ん
でいることを示唆する。環境中における蚊の発生を
制御することで、ウエストナイルウイルスの感染リ
スクを減らすことができる。防疫係官が複数の分野
において共同して努力することが、これらの感染症
を有効に制御するために必要である。
　我々は、これからも健康のための手法を継続する
必要があり、われわれが個別に扱う専門的な課題は
孤立しているのではなく、「One Health」という概念
の元に包括して扱うことが、ウマの健康を守るため
に必要であるということを認識しなければならない。
連絡先：Dr. Neil M. Williams,
(859)257-8283, nmwillia@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky

国際情報
2013年第3四半期(7月～ 9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
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報告された。
　馬伝染性子宮炎（CEM：Taylorella equigenitalis）
が、ドイツの異なる施設で牝馬1例および種牡馬1例
で発生した。
　腺疫がオーストラリア、フランス、アイルランド、
スウェーデン、英国および米国で発生した。オース
トラリアのニューサウスウェールズ州では数件発生
した。フランスではサラブレッド種に、アイルラン
ドではスタンダードブレッド種において、それぞれ
7例発生した。スウェーデンおよび米国では、腺疫
は風土病であり、それぞれ数件発生した。英国では
2件発生し、そのうち1件は非サラブレッド種に発生
し、もう１件は馬ヘルペスウイルス１型（EHV-1）に
同時感染した騸馬に発生した。
　馬インフルエンザがドイツ、スウェーデンおよび
英国で発生した。ドイツでは、サラブレッド種１例
に発生した。スウェーデンでは、異なる施設にお
いてスタンダードブレッド種のトロッターおよび
ポニー（1例）に発生し、そのうち１か所は競馬場で
あった。英国では、少なくとも8州で8件発生し、そ
のほとんどはワクチン未接種馬だった。臨床症状の
程度は、個体によって大きく異なっていた。
　フランス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、フランス、ドイツ、アイルランド、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、ドイツ （1件）、英国（ロバでの発
生を含む2件）および米国（いくつかの州で数件）で発
生した。アイルランドでは、馬ヘルペスウイルス1
型による流産が牝馬１例に発生し、新生仔馬2例が
死亡した。これらのウマはいずれもサラブレッド
種だった。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（ワクチン接種済みのサラブレッ
ド種1例）および英国（サラブレッド種および非サラ
ブレッド種牝馬のそれぞれ数例を含む2件）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、フランス（8件）、ドイツ（1件）および英国（3施設
で散発的に発生。うち1例は腺疫と同時感染）で発生
した。

　米国では、馬ヘルペスウイルス2型の感染が多数
発生し、また馬ヘルペスウイルス5型の感染が1例発
生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、UAE
（風土病、散発的な臨床例）および米国で発生した。
米国では2009年11月より231,664例のウマが検査さ
れ、そのうち215例がTheileria equi（205例）あるい
はBabesia caballi（10例）に陽性を示した。近年にお
ける発生例は、いずれもテキサス州の非公認競馬場
に出走するクォーターホースにおけるものだった。
　米国において風土病とされているサルモネラ症が
発生した。そのうち4件は未同定のサルモネラ菌が
関与しており、その後に発生した7件ではB群のサ
ルモネラ菌が関与していた。
　ロタウイルス感染症がフランスのフレンチトロッ
ター種で2件発生した。
　オーストラリア（ニューサウスウェールズ州）およ
び米国においてLawsonia intracellularis感染が限局
的に認められた。
　馬単球性エールリヒア症がスイス（1例）、および
米国（フロリダ州（1例）、ケンタッキー州（39例）、ペ
ンシルベニア州（1例）およびヴァージニア州（6例））
で発生した。
　Clostridium perfringens A型による仔馬のクロス
トリジウム腸炎が米国で数例発生した。
　オーストラリアのクイーンズランド州でヘンドラ
ウイルス感染症が1例とコウモリリッサウイルスに
よる感染症が2例発生した。　
　米国の22州で東部馬脳炎が135例発生した。多く
はサウスカロライナ州、フロリダ州、ジョージア州、
ノースカロライナ州およびミシシッピ州で発生した。
　ウエストナイルウイルス脳炎がイタリアおよび米
国で発生した。イタリアでは26件発生し、感染した
232例のうち10例が臨床症状を示し、1例が死亡した。
米国における調査期間中の合計発生件数は172例で
あった。これらは36州で発生し、その多くはモンタ
ナ州、ワイオミング州、カリフォルニア州、テキサ
ス州およびミズーリ州で報告された。

*オーストラリア第2四半期レポートより



（166） 馬の科学　vol.51（2）2014

ウマのTrypanosoma evansi感染症
　Trypanosoma evansiは、ウマでMal das Caderas
（ラテンアメリカ）やスーラ（アジア、アフリカおよ
びヨーロッパ）として知られている疾病の病原体で
ある。家畜ならびに野生の哺乳類で報告されている
この寄生虫は、甚大な経済的損失を引き起こす可能
性がある。トリパノソーマ類は脊椎動物宿主の血液
内で増殖し、感染動物を吸血した吸血昆虫を介して
機械的に非感染動物に伝達される。高温多湿の気候
条件が、T. evansiの主要ベクターである昆虫の増殖
を促し、トリパノソーマ病の発生に寄与することが
ある。
　昆虫が好む環境条件が揃ったいくつかの大陸にお
いて、スーラは最も一般的に報告される疾患である。
近年では、本疾患の発生が稀である欧州諸国におい
て、いくつかの集団発生または散発例が報告されて
いる。ブラジルでは、本疾患の発生は長年にわたっ
て中西部（マトグロッソ・ド・スル州のパンタナー
ル（訳注：南米最大の湿原地帯））に限定されていた。
しかし、過去10年間でブラジル全土に拡散し、死亡
率が高い散発例や流行が発生している。カピバラ（大
型げっ歯類）やハナグマ（アライグマ科）などの野生
動物は、T. evansiの保有宿主となっている可能性が
ある。これらの動物種は、スーラ病の発生地域と同
じ地域に生息し、近年著しく増加している。
　ウマのトリパノソーマ病は、貧血、四肢およびそ
の近傍の浮腫、食欲不振、脱水、嗜眠、熱発、食欲
減退、体重減少、流産、および協調運動失調を特徴
とし、後肢の麻痺へと進行する。本疾患の臨床症
状は、研究者らによって（亜急性）、急性、慢性の2
あるいは3段階に分類されている。慢性期において、
ウマは神経症状や四肢麻痺を伴った悪液質（慢性消
耗）に陥ることが多い。寄生虫が脳に移行した結果、
そこで脳炎や細胞壊死に至る炎症性反応を引き起こ
し、ウマは神経症状を示す。
　T. evansiによるトリパノソーマ病は、臨床的に慢
性期の馬原虫性脊髄脳炎などの他疾患と混同されて
しまう可能性がある。スーラが疑われる場合、その
他の神経疾患の原因を排除することが重要である。
有効な診断方法として、寄生虫検査、血清学的検査、
およびポリメラーゼ連鎖反応（PCR）が挙げられる。
寄生虫検査は迅速だが、血液中の虫体数が少ない場

合、特異性と感度が低くなってしまう。CATT/T. 
evansiとして知られるカード型凝集試験キットを用
いた血清学的検査は、いくつかの国でサーベイラン
スに採用されている。血液を用いたPCR法は、特異
性ならびに感度がともに高い方法である。しかしな
がら、T. evansiが組織のみに存在する可能性がある
ため、信頼性は必ずしも100パーセントではない。
　他の感染性病原体と同様に、T. evansiは感染動物
の免疫応答を刺激する。この免疫応答は宿主動物
から病原体を排除することはできないが、寄生虫血
症を抑制し低レベルで維持する結果、本症は慢性化
する。多くの国で、本疾患にはジミナゼンアセチュ
レート（訳注：動物用抗トリパノソーマ薬）が投与さ
れる。しかし、この薬剤を推奨用量で使用しても、
大多数の感染動物に対し有意な治癒率が認められな
かった。その他、キナピラミン、スラミンおよびメ
ラルソミン二塩酸塩が、T. evansi感染症の治療に使
用される。また、本疾患が風土病となっている地域
では、キナピラミンが予防的に使用されている。
　一部の間では、スーラは新興感染症と考えられて
いる。風土病となっている土地や地域でも、適切な
衛生対策を行うことによって、本疾患の罹患率を減
少させる努力をするべきである。
連絡先：Aleksandro Schafer da Silva
aleksandro_ss@yahoo.com.br
School Department of Animal Science 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
Chapecó, Santa Catarina 
Brazil

全身性多発性上皮親和性好酸球症
　全身性多発性上皮親和性好酸球症（Multisystemic 
Eosinophilic Epitheliotrophic Disease：MEED）は、
多臓器に肉芽腫（結節あるいは腫瘤）を形成すること
を特徴とする稀なウマの慢性消耗性疾患である。こ
れらの肉芽腫は、好酸球を主体とする多数の炎症細
胞で構成されている。
　原因や病因は不明であるが、ヘルパーTリンパ球
を介したⅡ型アレルギーによる過剰反応および線虫
寄生に対する過剰反応が疑われている。さらに、リ
ンパ腫を同時発症するMEED症例も報告されてい
る。



（167）

　罹患馬はほとんど急性期の症状を示さないため、
慢性兆候が明瞭に現れるまで獣医師に気付かれるこ
とがなく、これには数カ月を要することもある。米
国、英国、カナダおよびオーストラリアにおける散
発例の報告では、主に若いウマが罹患するが、性別
や種類、地理的条件による差は報告されていない。
　罹患部位によって認められる徴候は様々であるが、
皮膚および消化管が最も影響を受けやすい。倦怠感、
食欲不振、重度の体重減少、下痢および皮膚炎の報
告が多い。皮膚病変は、まず蹄冠帯や口腔粘膜の乾
燥、鱗状のひび割れや炎症で始まり、顔面、四肢、
腹部の広範囲な痂皮形成や滲出へと進行する。病変
は、掻痒感から始まり、その後脱毛、皮膚の肥厚や
ひび割れに進行する。稀に鼻漏ならびに眼漏、顎下
リンパ節の腫脹、慢性の発咳、呼吸困難などの呼吸
器症状が主症状となることがある。
　MEEDは特異的な診断テストがないため、除外
診断によって診断される。鑑別診断には、皮膚およ
び全身性のリンパ腫、全身性エリテマトーデス、落
葉状天疱瘡および肉芽腫性腸炎などがある。
　腸間膜リンパ節が腫脹していないかを確認するた
めの直腸検査を含む、全身の臨床検査を実施すべき
である。臨床病理学的には一般に、非特異的な炎症
反応と高フィブリノーゲン血症が認められる。末梢
血中における好酸球の増多はほとんど認められない
が、気管洗浄液、気管支肺胞洗浄液、および腹水中
に好酸球の増加が認められることがある。消化管に
病変が存在する場合は、低アルブミン血症に起因す
る低タンパク血症が認められる。腸管浸潤が著しい
症例では、一部あるいは完全な吸収不良も認められ
ることがあり、グルコース吸収試験によって検査さ
れる。肝臓や胆管の関与がある場合、肝酵素、特に
ガンマグルタミルトランスフェラーゼの上昇が認め
られることが多い。腹部の超音波検査では、肝臓の
肥大、腸管の肥厚、膵臓の肥大あるいは結節化およ
び腸間膜リンパ節や腸リンパ節の肥大が認められる
ことがある。胸部X線検査では、間質性パターンや
結節像が認められることがある。
　皮膚、口腔粘膜、直腸粘膜、肝臓および腸管など
の病変組織は生検すべきである。組織病理学的に、
リンパ球、形質細胞および好酸球の浸潤を伴う慢性
の線維化性炎症反応が多臓器に認められる。いくつ

かの組織では、浸潤した好酸球が肉芽腫を形成する。
　治療は広域抗生物質の全身投与、駆虫剤およびコ
ルチコステロイドの投与などの対症療法が主である。
長期に亘る治療が必要な場合もあり、再発例の報告
もある。抗悪性腫瘍薬のヒドロキシウレアによる治
療がある程度効果的とされてきたが、チオプリン代
謝拮抗物質であるアザチオプリンもまた、効果的な
治療薬の可能性があるとして提案されている。
　治療が功を奏した場合、倦怠感の改善、体重の増
加、掻痒感の減少、下痢の緩和が見られる。
　MEEDを罹患したウマの予後は悪く、治療に対
して良好に反応しないために安楽死となることが多
い。しかしながら、生存および臨床症状の緩和につ
いて報告されてきているので、治療を試みるべきで
ある。
連絡先：Dr. Rachael Conwell
rcconwell@gmail.com
EquiMed Referrals Ltd 
Tadcaster, North Yorkshire, 
United Kingdom

牝馬の細菌性胎盤炎に対する新しい診断バイオマー
カーの開発
　胎盤炎は牝馬の妊娠後期における流産の一般的
な原因であり、胎子や新生子の生存にとって重大
な脅威となっている。一般的な胎盤炎の原因菌に
は、Streptococcus equi subspecies zooepidemicus、
Escherichia col i 、Klebsiel la pneumoniae、
Pseudomonas aeruginosa、レプトスピラ属、ノカル
ジア類（Crossiella equi、Amycolatopsis属）などが含
まれる。レプトスピラ性あるいはノカルジア性胎盤
炎を除く細菌性胎盤炎のほとんどは、細菌が子宮頸
部から侵入することに起因していると考えられてい
る。そのため、これらの上行性胎盤炎の症例は、通
常まず子宮頸部に感染し、同部より拡がっていく。
胎盤感染は胎子感染を引き起こし、炎症を起こした
胎盤からはプロスタグランジンが放出される。これ
らの結果、流産あるいは細菌性敗血症を伴う未熟子
出産に至る。
　胎盤炎を効果的に治療するためには、乳汁漏出を
問わず未成熟な乳房の発達や外陰部からの滲出など
の臨床症状が発現する以前に、早期診断することが
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タンパクの測定も牝馬における胎盤炎の診断に有用
なバイオマーカーになり得る。炎症が存在する場合
には、急性期タンパクの血清濃度が上昇する。この
グループのタンパクは、主に炎症性刺激に応答して
肝臓で産生される。ウマにおける主要な急性期タン
パクは、血清アミロイドA（SAA）であり、その他
の急性期タンパクとしてハプトグロビンやフィブ
リノーゲンなどがある。マクスウェル・H・グラッ
ク馬研究センター（ケンタッキー州）で進行中の研
究では、子宮頚部にStreptococcus equi subspecies 
zooepidemicusを接種し、実験的に胎盤炎を誘発し
た牝馬で、2日以内に急激かつ劇的なSAAの上昇が
認められた。SAAは急性細菌性胎盤炎の非常に感
度の高い指標であると考えられるが、その他多くの
急性炎症によっても上昇する非特異的な指標でもあ
る。
　最終的に、牝馬の胎盤炎を正確かつ早期に検出す
るためには、複数のバイオマーカーが必要である
と考えられる。現在進行している研究は、これらの
要求に対応し、野外条件下の牝馬におけるこれらの
マーカーの有用性を評価していくものである。
連絡先：Drs. Barry Ball
(859)218-1141, b.a.ball@uky.edu
Igor Canisso, and Mats Troedsson
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, Kentucky

ウマ脳炎の症例報告
　ウエストナイルウイルス（WNV）は、ヒト、ウマ
そして鳥に疾病を引き起こす。WNVは蚊によって
媒介され、米国では、1999年に東海岸で初めて確認
された。それ以降、多くのウマがWNVに感染、死
亡しており、現在米国において風土病として考えら
れている。
　感染した鳥は、高度のウイルス血症を発症し、蚊
に対してウイルスの供給源となる。ウマの潜伏期間
は7～ 10日で、臨床症状は微熱、食欲不振および神
経症状へと進行する沈鬱などが認められる。この神
経症状は突然現れ、その後数日間のうちに悪化する
ことがある。幸いなことに、ウマは感染しても血中
ウイルス濃度が低いため、他のウマ、ヒトあるいは
鳥に対して感染の危険をもたらさない。

必要である。現在、胎盤の超音波検査が、初期の胎
盤炎検出、流産の予防や早期分娩を遅延させるため
の治療に使用されている。超音波検査によって、よ
り効果的な治療が可能になり、多くの症例で予後が
向上したが、妊娠後期における牝馬に対する度重な
る検査は必ずしも実用的ではない。また初期の胎盤
炎は、超音波検査で見逃される可能性があり、また
擬陽性として診断される傾向もあるため、不必要な
治療をもたらしかねない。
　初期の胎盤炎の無症状例を検出するための正確で
実用的な方法がないため、現在では全ての妊娠後期
の牝馬に、毎月5から7日間抗生物質を投与すること
が一般的になっている。耐性菌の蔓延や「スーパー
バグ（訳注：従来の薬剤が効かない強力な細菌）」の
出現などの長期的なリスクは、ウマ繁殖業界のみな
らず、獣医医療やヒトの健康に対して大きな懸念と
なっている。そのため、早期胎盤炎を発症している
妊娠馬を正確に識別し、それらの馬のみを治療の対
象とするために、さらなる診断法が求められている。
　ウマの胎盤は黄体ホルモンを合成し、それらは妊
娠維持に非常に重要である。実験では、慢性胎盤炎
を発症する牝馬は血漿プロゲスチン濃度が急激に増
加し、その一方で急性胎盤炎を発症する牝馬は血漿
プロゲスチン濃度が急激に減少している。胎盤炎を
発症した牝馬の血漿プロゲスチン濃度を反復して測
定することは、流産あるいは早期出産のリスクを検
出するための有用な方法となり得る。
　妊娠馬の血清エストロゲン濃度は、妊娠150から
310日目の間に上昇する。妊娠馬における主なエ
ストロゲンは、エストロン、エキリン、エキレニ
ン、エストラジオール-17βおよびエストラジオー
ル-17αなどである。硫酸エストロンの血清中濃度
測定は、妊娠診断に有用であり、同時に胎子の生存
についてもモニタリングできる。胎盤炎によって流
産する牝馬では、血清エストロゲン濃度が正常な妊
娠馬より低いことが研究によって明らかになった。
我々の研究室における予備研究では、実験的に細菌
性胎盤炎を誘発した牝馬では、硫酸エストラジオー
ル-17β濃度が感染後に急激に低下した。こうした
ことから母体のエストロゲンが胎盤侵襲の早期マー
カーとして有用である可能性が示唆された。
　内分泌モニタリングに加えて、血液中の急性期
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　東部馬脳炎（EEE）は、ケンタッキー州では稀で
ある。このウイルス性疾患も蚊によって媒介され、
WNVに類似した臨床兆候を特徴とする。東部馬脳
炎の死亡率は90％近いと考えられている。2013年は
ケンタッキー州において、2例のEEEが報告された。
そのうち1例は10歳のテネシーウォーキングホース
種で、もう1例は17歳のクォーターホース種だった。
いずれもEEEワクチンは未接種であり、発症後に死
亡した。
　アメリカ馬臨床獣医師協会（The American 
Association of Equine Practitioners）は、ウマに必須
とされる予防接種リストにWNVとEEEを挙げてい
る。その他の必須ワクチン接種は、西部馬脳炎、破
傷風および狂犬病である。
追加情報はhttp://www.kyagr.com/statevet/equine-
infectious-diseases.html#westにある。
連絡先：Dr. Neil M. Williams
(859)257-8283, nmwillia@uky.edu
Veterinary Diagnostic Laboratory
University of Kentucky, Lexington, Kentucky

　WNVが検出されて以来、感染馬は米国全土およ
びケンタッキー州で診断されてきた。2013年におけ
るケンタッキー州内のWNV症例は、11月の時点で
12例だった。これらはケンタッキー州の10郡で発生
した。 12例のウマはいずれもWNVの予防接種を受
けていなかった。7例はクォーターホース種、2例
がスタンダードブレッド種、他はペイントホース
種、ペルシュロンの交雑種およびロッキーマウンテ
ンホース種が各1例であった。このうち10例は生存
し、2例は安楽殺された。2011年は1例だったのに対
して、2012年においては13例のWNV症例が報告さ
れた。WNV症例は、2012年にはケンタッキー州中
部に集中し、2013年は州西部に集中した。

Dr. John Poe, State Public Health Veterinarian, Frankfort, KY.

Kentucky Counties with Positive Equine 
Arboviral Disease Activity in 2013

Reported as of November 13, 2013

12 positive cases in 10 counties
2 positive cases in 2 counties

WNV
EEE

2013年におけるケンタッキー州の
アルボウイルス性疾患陽性馬

（2013年11月13日現在）

10郡で陽性馬12例
2郡で陽性馬2例

Dr. John Poe，公衆衛生獣医師，ケンタッキー州フランクフォート

WNV
EEE
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学会見聞記

第156回日本獣医学会学術集会
　第156回日本獣医学会学術集会は、「社会に貢献す
る獣医学」をテーマに岐阜大学の司宰で平成25年9月
20日から22日まで開催された。獣医学教育改革に関
する特別企画が2題、その他シンポジウムが7題、獣
医学の学術的課題や最新知見の一般報告が676題で
あった。中でも、馬に関する報告が多く見られた
のが印象的であった（20題）。また、来年からの日本
獣医学会は年１回の開催になることが決定している。
以下にその概要を報告する。

○競走馬における薬剤耐性回虫の寄生とその駆除
前　尚見（栗東トレーニング・センター）

　近年、国内外においてイベルメクチン製剤（IVR）
耐性を疑う回虫が出現していることから、JRA栗東
及び美浦トレーニング・センター（TC）の競走馬に
おける回虫の寄生状況を調査し、IVR耐性回虫の寄
生状況と回虫に有効とされているフルベンダゾール
製剤（FBZ）の駆除効果を検証した発表であった。競
走馬延べ33,632頭の糞便検査を実施（1991～ 2010年）
したところ、回虫卵陽性率は1.2 ～ 4.0％で、IVR陽
性馬は00年と05年以降で認められた。2011年栗東
TCで糞便検査を実施した競走馬延べ1,423頭の回虫
卵陽性馬にIVR通常量（200μg/kg）投与、さらに2週
間後の回虫陽性馬にIVR 2倍量投与し、その2週間
後に陽性を示したものをIVR耐性と定義したところ、
61.5％（8/13頭）であった。IVR耐性馬4頭及び回虫
卵陽性馬26頭にFBZ10mg/kgを2日間投与し、2週間
後の回虫卵陽性率を調査した結果、FBZ投与馬は30
頭全てで陰転した。これらのことからIVR耐性回虫
の出現により近年回虫卵陽性率が上昇した可能性が
考えられた。また、IVRの頻回投与法が普及した期
間で陽性率が低下したが、その後の期間で上昇した
ことは、盲目的な頻回投与が耐性虫出現を促した可
能性を示唆している。今後は駆虫前に糞便検査を実
施し、有効な薬剤を適正に使用していくことが重要
と考える。可能であれば、地域を考慮した駆虫プロ

グラムの作成が必要と思われた。

○緑膿菌性角膜炎に対するファージセラピーの有効
性について

冷清水雄太郎・古澤貴章ら（酪農学園大学）
　競走馬の細菌性角膜炎は90％が黄色ブドウ球菌、
緑膿菌および連鎖球菌の感染による。緑膿菌による
角膜炎は進行が早く、半日で角膜浸潤が、1日で輪
状腫瘍が形成される。また、薬剤耐性菌も多く分離
される中、バクテリオファージを応用したファージ
セラピーを検討した。ファージは北海道江別・札
幌地区の下水処理場の汚水から分離し、緑膿菌39株
に対する溶菌活性を確認したところ、宿主域の広い
ファージと特異性の高い2種類のファージが検出さ
れ、これらをカクテル化したところ約7割の緑膿菌
に有効性を示した。このファージはフルオロキノロ
ン系に耐性を示す菌に対しても溶菌性を示した。こ
れらを実験的に作製したマウスの緑膿菌角膜炎に対
しての効果を観察したところ、良好な成績が得られ
た。今後は実際の馬に対する応用を検討するとのこ
とだったが、ファージセラピーはファージを分離す
ることに時間と労力が必要であることから、様々な
菌に対するファージ製剤の供給があれば臨床の現場
で応用可能であり、その試みが待たれる。

（間　弘子）

○馬の麻酔回復期における心拍変動解析
大村　一・間　弘子（競走馬総合研究所）

　麻酔からの回復の質と時間は、個体の健康状態や
性格、麻酔薬の種類や手術の侵襲、回復期の鎮静薬
の投与の有無などに影響される。馬における麻酔か
らの回復の質の向上は回復期の合併症を防ぐうえに
おいて重要である。しかし、回復期の質に影響する
であろう自律神経活動との関係については、調査さ
れていない。本研究では、回復期の自律神経活動を
心拍変動解析から分析しその時の起立のスコアとの
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関係について調査した。
　サラブレッド種11頭（1歳、体重437±28kg）を用い
た。麻酔は、キシラジンで沈静後、ケタミンにて倒
馬し、セボフルランの吸入麻酔にて維持をした。手
術は頸動脈置換術を行った。手術後は、回復室に移
動後、抜管し、５頭に対してキシラジン再鎮静処置
を行ったが、残りの６頭においては無処置とした。
心電図は回復室に移動後から最初に体動が出るまで
の間記録した。心電図から心拍変動解析を行うこと
により、心拍数とHFパワー（0.07-0.6Ｈz）、LFパワー
（0.01-0.07Ｈz）を計測した。また、起立のスコアは
Mamaらの方法に従い、もっとも良い起立は５とす
るものとした。統計解析は分散分析を行った。
　起立のスコアは５が６頭、その次のスコアの４が
５頭であり、それより低いものはなかった。キシラ
ジンによる再鎮静群と非投与群では心拍変動解析の
結果や起立までの時間に変化はなかった。一方、起
立のスコアが５と４に群分けした際、有意差は回復
期の心拍数、HFパワー、LF/HF比および起立時間
で認められた。有意差が認められた項目のうち特
にLF/HF比については、個体ごとの数値において、
スコア５と４の間に明らかな違いがあったことから、
起立の程度を予測する上において、最も良い指標で
あると考えられた。将来的には、心拍変動解析が即
時に算出できるようになれば、その数値を参考に起
立の程度を予想し、必要であれば、再鎮静を行うな
ど、起立時の事故を防ぐ手立ての一助になるものと
考えられた。

（大村　一）

○NF-κB阻害剤によるウマ蹄内末梢循環障害の予
防効果

松田　彬・松田浩珍ら（東京農工大学）
　細胞の転写因子NF-κBは通常状態で抑制因子
IκBの制御を受け、不活性な状態を維持してい
る。IκB kinase β（IKKβ）がIκBをリン酸化する
と、IκBはNF-κBより離脱分解され、NF-κBは
活性化し、細胞核に移動後、転写因子として機能を
発揮する。その機能の発揮は、炎症性サイトカイン
の発現、アポトーシスの誘導、血中アミンの増量
などに貢献する。このNF-κBとIKKβの相互作用
を阻害することで、直接的にNF-κBの機能を抑制

する物質としてIMD-0354がある。演者らは、LPS
（エンドトキシン）刺激が血小板からのセロトニン
放出およびp38 MAPキナーゼの活性化を介して蹄
内循環を悪化させる機序に目をとめ、これにNF-
κBが関与していると考え、現在薬剤開発申請中の
IMD-0354が、LPSに誘導されて生じる蹄内循環障
害を予防できるかどうかを検証した。これは、蹄葉
炎の予防を意識した試験研究である。方法は、肢
端局所環流法にて球節駆血域以下にIMD-0354ある
いは対照として生理食塩水（生食）を投与。10分後に
LPS（10ug）を追加投与し、そのまま10分放置した
後駆血を外した。検証は、蹄壁温度で行っていた。
結果、生食投与後LPS投与蹄では一定時間続く蹄壁
温度の下降を見たが、IMD-0354投与後LPS投与群
では蹄壁温度の下降は一時的で極めて短時間に正常
温度に回復していた。以上の成績からIMD-0354に
よるNF-κB阻害はLPSによる蹄内循環の障害を防
止すると予想されたと考察していた。近年、LPSに
よる蹄内循環抑制は、蹄葉炎の前駆的モデルと推測
されているが、疑問に思うのは、前時代の多くの研
究者のだれもLPSの単独投与では蹄葉炎の発症に成
功しなかったという事実である。LPSは本当に蹄葉
炎発症機序の前段階をつくっているのであろうか。
ここが不明であるのに、本発表のようにLPS投与実
験を蹄葉炎モデルとすることに問題を感じている
研究者は多い。ただ、NF-κBの活性化は、もう一
つの蹄葉炎発症機序とされる“葉状層におけるMMP
の活性化”機序にも大きく関与しているはずである。
すなわち、IMD-0354はMMP活性を阻害することで
蹄葉炎発症を抑制する可能性がある。演者もこの事
に触れており、たとえLPSによる蹄内循環が蹄葉炎
発症と無縁でも、IMD-0354による蹄葉炎軽減作用
の有無を検討することは興味深い。製品化された際
には、実際の発症馬に試行し、その効果を検証する
必要がある。

（桑野睦敏）

○ウサギ実験的腱損傷の治癒過程に及ぼすGSK-3 
阻害剤の影響

阿部広大ら（東京農工大学）
【はじめに】腱損傷の治癒過程では、急性炎症～肉
芽形成～瘢痕・線維化によって組織修復が進行して
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いくが、その間の腱関連遺伝子の動向は充分に解明
されていない。我々は、ウマ骨髄由来間葉系幹細胞
において、Wnt-β-カテニン系が腱特異的遺伝子で
あるテノモデュリン（Tnmd）の発現を上昇させるこ
とを見いだした。そこで、家兎アキレス腱・コラゲ
ナーゼ誘発性腱損傷の治癒過程において、Wnt-β-
カテニン系の治癒過程への関与について検討した。
【材料と方法】日本白色種家兎を用い全身および局
所麻酔下にて、超音波断層画像下でアキレス腱の中
心部にコラゲナーゼを注入し損傷を誘発させた（以
下、損傷腱）。損傷作製後２週間後にGSK-3 阻害剤
であるBIO（10µM）を 損傷部位に20µL 注入した後、
一定期間後に安楽死させアキレス腱を採取した。腱
組織はHE染色およびTnmdの in situ ハイブリダイ
ゼーションに供し、一部の組織を定量的PCR解析に
用いた。
【結果】コラゲナーゼ処置後2週目の損傷腱は強く腫
脹しており、組織学的には損傷部内に出血巣が残り
毛細血管の新生とともにαSMA陽性の筋線維芽細
胞の増殖を認めたが、これらの筋線維芽細胞におい
てTnmd mRNAシグナルは観察されなかった。一
方、BIO注入損傷腱では、組織学的にTnmd陽性腱
細胞が多く出現した。各腱組織におけるmRNA発
現を比較検討したところ、BIO注入損傷腱では、溶
媒（DMSO）注入対照腱と比較してTnmdに加えてデ
コリンの発現上昇が見られた。
【考察】家兎の実験的腱損傷の治癒過程において
Wnt-β-カテニン系を活性化させることにより、腱
分化誘導が促進されその後の治癒機転に影響を及ぼ
す可能性がある。

　臨床医学研究室が東京農工大硬蛋白質研究施設の
新井教授へ委託している「ウマ間葉系幹細胞の腱細
胞への分化誘導に関する研究」において、私達はウ
マ骨髄由来間葉系幹細胞では、Wnt-β-カテニン系
の経路を活性化することで腱特異的遺伝子であるテ
ノモデュリンの発現が上昇することを見出している。
本研究は、それをウサギの実験的腱損傷モデルを用
いてin vivoでの検証を行った研究である。私は共同
研究者として発表に立ち会った。
　ウサギの腱損傷モデルにおいてもWnt-β-カテニ
ン系を活性化させることにより腱細胞の特異マー

カーとされるテノモデュリンの発現が上昇した。これ
は腱組織の治癒が促進していることを示唆している
のかも知れない。遺伝子発現にとどまらず、腱組織
の機能的な回復を検証するための更なる研究は不可
欠であるが、Wnt-β-カテニン系の活性化による腱
修復促進の可能性へと夢を膨らませる発表であった。

○ブタの脂肪組織由来間葉系幹細胞による骨軟骨再
生

村田大紀ら（鹿児島大学）
　演者らはマイクロミニピッグの脂肪組織から分離
した間葉系幹細胞を立体的に配置した構造体（プラ
グ）を作製し、ブタの関節欠損部にプラグを埋植す
ることによって関節軟骨および軟骨下骨の再生を試
みた。
　ブタの頚部皮下脂肪から酵素処理によって脂肪
由来幹細胞を採取し、96ウエルプレートの各ウエル
で細胞集合体を形成させた。その細胞集合体を円柱
状の鋳型の中に詰め込むことで細胞以外のスキャ
フォールドを使用しない円柱状のプラグを作製した。
両側大腿骨の滑車溝に円筒状の骨軟骨欠損を作製し、
右側にはプラグを埋植し、左側は無処置とした。埋
植直後から３ヶ月毎にCT検査を行い、X線透過領
域の大きさから損傷部の治癒評価を行い、１頭は埋
植６ヶ月後に、もう１頭は12ヶ月後に解剖し、損
傷部を病理組織学的に評価した。
　結果は、埋植６ヶ月後のCT検査の評価では２頭と
もプラグを埋植した損傷部の修復が進んでいた。埋
植６ヶ月後の病理組織学的検索において無処置部で
は骨・軟骨の修復は不完全であったが、埋植部では
表層には軟骨組織が再生され、深層には軟骨下骨ま
でもが形成されていた。埋植12ヶ月後では、６ヶ月
よりもさらに正常に近い組織として再生されていた。

　発表は、幹細胞を利用した骨軟骨組織再生であ
り、サンプル数が２頭と少ないことさえ除けば、非
常に美しい成績である。本手法の人への臨床応用を
考えた場合、関節切開という移植方法にあまり抵抗
感は無い。一方、「競走馬」が臨床応用の対象となる
私達には、関節切開は避けるべき手技であり、最低
限、関節鏡下で実施できる手技で無ければ競走馬の
臨床のステージでの定着はありえないと考えてしま
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う。しかし、私達は、競走馬臨床に近い研究を考え
るあまり「研究成績＝臨床応用」という観念に縛られ
過ぎて、本研究のように幹細胞を利用した組織再生
という本質的な検討を怠りがちになっている。組織
再生医療に関する研究では、従来の技術をウマに転
用するのではなく、オリジナリティ溢れるチャレン
ジが求められている。だからこそ、私達も早急な成
果だけを求めるのでは無く、すぐに臨床応用には反
映できなくとも本研究のようなチャレンジを基礎検
討として行っていくべきだと反省している。本研究
の次の展開に注目したい。

（笠嶋快周）

○ウマにおける培養角膜上皮移植術の応用
守山秀和・笠嶋快周・桑野睦敏

（競走馬総合研究所）
　我々は馬における難治性角膜疾患の根治療法
開発を目的とし、これまでにウマ角膜輪部上皮
細胞（ELECs）からの角膜上皮幹細胞の分離･培養
（Moriyama et al. , Vet Ophthalmol., 第150回本学会）、
さらにこれらを重層シート状に培養した移植片の
無縫合での移植について報告した （第154回本学会）。
しかし移植片である細胞シートの脆弱性が臨床応用
への課題であったため、今回はその強度を高めるこ
とを目的に従来のEGFに替えて細胞密度を増加す
るとされるKGFを添加したSHEM培地で細胞シー
トを作製し、従来のものと組織構造を比較した。ま
たこれらの移植術を実施し、移植細胞定着に影響す
る因子を解析した。
　成馬（n=6）よりELECsを分離後、フィブリンゲル
培養法と気相-液相培養法を併用して重層シート状
に培養した。培養にはEGFを含む培地 （EGF群）と
EGFをKGFに替えた培地 （KGF群）の2種類を用い、
作製したシートの細胞密度および基底細胞接着構造
を組織学的に比較検討した。
　また標識したEGF群（n=2）とKGF群（n=4）の細胞
シートについて、操作性の向上を目的に新たに開発
した支持体を用いた自家移植を実施し、術中の操作
性とシート破損頻度を比較した。術後はコンタクト
レンズで保護して点眼処置を継続し、2週間後の標
識細胞の検索から移植細胞の定着を判定、その要因
について検討した。

　細胞接着構造は両群で温存されていたが、細胞
密度はKGF群が高い傾向がみられた。また術中の
操作性もKGF群が容易であり、細胞密度増加によ
りシート強度が増したことに起因すると推察された。
移植例の50%で標識細胞の定着が確認されたが、定
着に影響する要因として術創保護期間の関与が示唆
された。

　この発表に対し、座長およびフロアの各1名、口
演後に別の1名と以下の質疑を取り交わした。
Q1　EGFよりKGFの方が接着構造がより温存され
ていて移植には有利ということか？
A1　細胞接着構造についてはEGF、KGF両群とも
に同様の構造が観察され、両群間に差異はないもの
と考えている。両者の相違点は、KGFは細胞密度
を高めて細胞シート強度を高めるとともに細胞の未
分化性を維持する作用があるという点である。
Q2　保護期間は何日が適当か
A2　概ね7日間が一つの目安と考えている。今回の
実験では、意図しないコンタクトレンズの脱落でこ
の保護期間を満たすことができなかった例が数例あ
り、これらは培養細胞の定着がみられなかった。
Q3　ゲル上での培養で細胞シートの収縮がみられ
た経験はあるか？
A3　フィブリンゲル上での培養では経験がない。
培養細胞はインサートカルチャーディッシュの底面
だけでなく壁面にもメニスカス状に伸展して接着し
ているため、ゲル収縮の影響は受けにくいのではな
いか？以前コラーゲンゲルで培養した際には激しい
収縮がみられた経験はある。
Q4　ウマの角膜上皮幹細胞は他動物種に比較して
重層化しづらいのか？
A4　他動物種の培養は経験がないが、イヌの発表
などを見る限りそのようである。
Q5　角膜への移植時に細胞シートを静置する時間
は？
A5　概ね10分を目安としている。これはヒトで
Nishidaらが報告した内容（ヒトでは数分、ウサギで
は5分）に準じて設定したものであるが、実際の移植
術においても10分間静置後にフルオレセイン染色液
で染色してシート裏面に染色液が浸透していないこ
とを確認している。
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く発現して角膜上皮細胞に分化していると説明する
写真が提示された。しかし、細胞シートの表層以外
の基底部および中層においても均一な染色性がみら
れ、培養細胞全体がCK3を発現して分化が進んでい
るように見える写真であった。
　口演終了後、演者と以下の質疑を取り交わした
（Q）CK3染色の写真は表層以外でも均一に染色さ
れてCK3を発現して分化が進んでいるように見える
が、「未分化性が維持された」という考察はどこから
でてきたのか？
（A）p63染色の結果のみから未分化性を維持して
いると結論づけた。

（守山秀和）

○ラット骨格筋におけるコルチコステロン合成
佐藤倫子ら（酪農学園大学）

　近年、副腎や生殖器以外の組織でステロイドホル
モンが合成されているとの報告が散見されているら
しいが、演者らはラットの骨格筋におけるステロイ
ドホルモン合成の可能性を調査研究しており、今回
はこれに関連する報告であった。
　成雄ラットから後肢筋を採取し、ホモゲナイズ後
ミトコンドリア分画とその他の分画に分離し、各々
を用いてコルチコステロン（CCS）合成酵素であ
るCholesterol side-chain cleavage enzyme（SCC）、
3β-hydroxysteroid dehydrogenase（3βHSD）、
21α-hydroxylase（21α）、11β-hydroxylase（11β）
の活性を高速液体クロマトグラフィー質量分析器
（LC-TOF/MS）と液体クロマトグラフィー質量分析
器（LC-MS/MS）を用いて同定･定量した。P450scc、
P450（11β1）についてはウェスタンブロット法
（WB）による検出と、免疫組織化学染色により局
在の評価を行った。その結果、骨格筋において
SCC活性は認められず、P450sccは検出されなかっ
た。一方で3βHSD、21α、11βの各活性が確認さ
れた。さらにWBでP450（11β1）に相当するバンド
が検出され、このタンパク質は免染によって速筋型
Myosin Heavy Chain（MHC）抗体陽性筋線維に特異
的に発現し、遅筋型MHC抗体陽性筋線維には発現
していなかった。
　これにより、骨格筋には血行性に供給されるプレ
グネノロンを出発基質としたCCS合成能があること、

○犬角膜上皮細胞シート作製に用いるフィーダー細
胞の検討

森田希輔ら（東京大学）
　演者らは、角膜上皮培養シートの作製において、
今後の問題となるであろう異種細胞コンタミネー
ションリスクについて発表した。現在、我々が研究
するウマをはじめとする獣医分野での角膜上皮細胞
の培養にはマウス3T3細胞をフィーダー細胞として
共培養する方法が主流である。しかし、ヒトでは既
に異種細胞のコンタミネーションが懸念されており、
同種細胞をフィーダー細胞として用いたり、培地の
組成を工夫することでフィーダー細胞を使用しない
培養法が盛んに研究されている。演者らは同種細胞
を利用した新たなフィーダー細胞として犬脂肪由来
間葉系幹細胞と犬骨髄由来間葉系幹細胞を選択し、
従来の3T3細胞を用いる方法、フィーダー細胞を全
く使用しない方法、これら2種の同種細胞をフィー
ダー細胞として用いる方法のそれぞれで培養した角
膜上皮細胞シートについて、組織学的構造や未分化
維持程度を比較した。その結果、全例で細胞シート
の重層化を認めたが、フィーダー細胞を使用しない
方法では培養細胞が大型化した。このことから犬角
膜上皮細胞シートの作製にはフィーダー細胞を使用
することで未分化性を維持することができ、さらに
フィーダー細胞として同種細胞である犬間葉系幹細
胞が利用可能であると考察した。

　移植を目的とした角膜上皮細胞シートの作製は、
本会でもウマを対象に5年前より昨年まで研究を
行っていたが、既に生体角膜における角膜上皮幹細
胞の局在、同細胞の分離と培養、重層角膜上皮シー
トの作製、シートの回収、シートの移植と追跡調査
まで完了しており、後は臨床試験を実施すれば臨床
応用可能な段階にある。この培養角膜上皮シートに
よる治療はヒトでは数年前より臨床応用されており、
研究対象は既に細胞の供給源を角膜以外の細胞から
得ることに移行している。本会の研究においても
次のステップとして異種細胞、異種タンパクを用い
ない培養方法の検討も必要であると強く感じた。本
発表の中で培養細胞に対して角膜細胞分化マーカー
CK3、基底細胞や扁平上皮癌マーカーであるp63の
免疫染色を行っており、CK3が細胞シート表層に強



（175）

炎モデルマウスを作成し、実際にin vivoでファージ
セラピーの有用性を検討する予定である。
　ペニシリンの登場以来、抗生物質の普及が進むと
ともに忘れられてきたバクテリオファージは、細菌
に感染して病気にして殺してしまうウィルスであり、
タンパク質のセンサーで自分が感染する菌を探索
し、菌表面に存在するその菌特有の外膜タンパク質
にとり付いて菌を破壊します。近年は、強力な薬剤
耐性をもった新型菌への対策として、再びバクテリ
オファージを用いたファージセラピーが医学分野で
注目されているようだ。細菌感染性の角膜炎の治療
は競走馬臨床においても重要視されており、耐性菌
の出現あるいは耐性菌の感染による角膜炎の発症は、
十分に起こり得るリスクであると考えられることか
ら、発表の冒頭で述べられているように競走馬への
応用も視野にいれた研究が行われることに期待した
い。なお、質疑応答では、ファージ自身が抗体を誘
導してしまうのではないか、全ての菌株に対応でき
る可能性はあるのか、といった質問がなされた。確
かにファージ自体はウィルスであるため、体内にお
いては抗体を誘導してしまう可能性は否定できない
が、現在のところ詳細は不明とのことであった。ま
た、理論上全ての菌には対応するファージがあると
されているものの、確実にそれぞれを分離するのは
容易ではなく、更なる検討が必要なようだ。

（琴寄泰光）

○ウマ浅屈腱炎の治癒過程における腱組織内の血管
新生とその消失

田村周久ら（競走馬総合研究所）
　ウマ浅屈腱炎の治癒過程における肉芽組織形成時
には、腱組織内に微小血管が新生される。この血管
新生とその消失が、浅屈腱炎発症馬のリハビリ管理
上の指標になり得るか検討した。浅屈腱炎発症馬8
頭（Ⅰ群）と、明らかな再発症例である2頭（Ⅱ群）の
合計10頭を対象とした。浅屈腱炎の最大傷害部位
（MIZ）におけるエコー輝度および腱組織内血管の状
態を超音波診断装置にて継続的に記録した。その結
果、Ⅰ群・Ⅱ群の全症例において初回検査で血管新
生が認められた。Ⅰ群はその後の血管状態の推移か
ら、消失したⅠa群（2頭）、一度消失したが再び血管
が確認されたⅠb群（3頭）、残存したⅠc群（3頭）に分

およびP450（11β1）に相当するタンパク質が速筋
のみに発現していることが新たに判明した。この意
味について演者らはいまだ不明としているが、合成
されたCCSはオートクライン又はパラクライン作用
で自らの組織細胞に働いていると考えた。骨格筋で
はその損傷時に速筋型筋線維MHC-Ⅱが遅筋型に先
行して発現するが、これに関連している可能性を示
唆していた。

（福田健太郎）

○緑膿菌性角膜炎に対するファージセラピーの有効
性について

冷清水雄太郎・古澤貴章ら（酪農学園大学）
　競走馬の細菌性角膜炎はその90％が黄色ブドウ球
菌、緑膿菌および連鎖球菌で占められる。競走馬が
馬場を走行した際に巻き上げられた砂土により角膜
が損傷し、これらの最近が感染することで角膜炎が
発症する。緑膿菌による角膜炎は競走馬に限らずイ
ヌやヒトでも認められ、ヒトではコンタクトレンズ
の着脱が原因となっている。緑膿菌性角膜炎は進行
が早く、早ければ半日で角膜浸潤が、1日で緑膿菌
性角膜潰瘍に特徴的な所見である輪状膿瘍が確認さ
れることもある。また近年、最近感染治療の場でま
すます薬剤耐性菌が分離されており、感染症制圧の
新たな手段としてバクテリオファージを利用した
ファージセラピーの応用が検討されている。本研究
ではファージセラピーの臨床的応用の一環として、
緑膿菌に対するファージを分離し、性状を調べ、そ
の特徴付けを行った。北海道江別市および札幌市内
の下水処理場の汚水から分離したファージをカクテ
ル化し、当研究室保有の緑膿菌39株にスポットテス
トを行い、宿主域の判定を行った。20株の菌に溶菌
活性を示す宿主域の広いファージと1-2株程の菌の
みに溶菌活性を示す特異性の高いファージが分離さ
れた。これらをカクテル化することで保有している
緑膿菌の7割ほどに有効性を示した。またフルオロ
キノロン系の薬剤に対し高度耐性を示す株にも溶菌
活性を示した。以上からin vitroでファージカクテ
ルの有用性が示された。一方、現在保有している汚
水サンプルでは限界があるため、新たな汚水サンプ
ルを手に入れることで宿主域の異なるファージを獲
得できると考えられる。さらに今後、緑膿菌性角膜
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類できた。Ⅰa、Ⅰb群の血管消失日はそれぞれ53
±19病日（発症日起算の平均；以下同様）、60±14病
日であり、いずれの症例も損傷部の低エコー消失よ
り早かった。また、Ⅰb群の血管再確認日は251±43
病日であり、このうち2頭はその後に、損傷部の著
しいエコー輝度低下が見られた。Ⅰc群の2頭は初回
超音波検査で既に明瞭な瘢痕形成が認められていた。
Ⅱ群の2頭は損傷部の低エコー消失後も腱組織内血
管が残存した。以上の結果から、浅屈腱炎の治癒と
ともに腱内組織の血管が消失すると考えられ、リハ
ビリ初期において、損傷部の低エコーが残存しても、
腱組織内の血管消失が確認できれば治癒進行が推定
できると考えられた。また、リハビリ後期における
血管再確認は、明瞭なエコー輝度変化が起こる前状
態を表している可能性が考えられた。これらから、
腱組織内血管の超音波検査は浅屈腱炎のリハビリ管
理上の指標になると考えられた。一方、再発症例に
おける腱組織内血管の残存理由については、更なる
検討が必要と思われた。

　この発表に関して、座長およびフロアの1名から
以下の質疑を取り交わした。
（Q1） 本研究において利用したプローブは何か？
また特別なプローブか？
（A1） 利用したプローブは7.5-13MHzまでに対応で
きる一般的なリニア型プローブであり、特別なプ
ローブではない。ただし、血管を色覚化するドプ
ラーは必要である。
（Q2） プローブから出力される中心周波数を上げ
る程、血管は良く見えるのか？
（A2） 中心周波数を上げることにより、分解能が
細かくなるためBモード上の血管が見やすくなる効
果はある。但し、血管の色覚化についてはパワー
ドップラーという機能を用いているため、中心周波
数とは別の条件設定をすることが必要である。条件
を変えることによって、血管の見え方を変えること
は可能である。
（Q3） 本研究でウマに使用した幹細胞はどのよう
なものか？
（A3） 全て骨髄由来の幹細胞を培養したものであり、
浅屈腱の損傷部位に自家移植した。
（Q4） 幹細胞移植によって血管新生の状態が変化

したか？
（A4） 幹細胞移植後に血管新生が増えている症例
が多いように感じられているが、中には変わらな
かった症例もいることから、幹細胞移植による血管
新生への影響については今後の検討が必要である。

○ウシ脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた産業動物
の分化誘導型in vitro assay系の開発

長峰知佳ら（宮崎大学）
　産業動物における感染症の発生、流行は経済的損
失を与える重要な問題であり、感染症の発症機序を
解明することや、予防法や早期診断法を開発するこ
とは国際的な課題となっている。しかし、大動物の
成体を用いた感染実験はコストや施設の面で容易に
実施することはできない。産業動物の細胞を用いた
in vitro assay系はこのような課題を克服するのに有
用なモデルになると考えられる。本研究では黒毛和
種4頭（メス3頭、オス1頭）の内臓脂肪およびホルス
タイン種（オス1頭）の皮下脂肪組織からそれぞれ間
葉系細胞を単離、培養し、計5株のウシ初代間葉系
細胞株を樹立した。培養された細胞株は骨芽細胞、
心筋細胞、脂肪細胞、神経細胞、ステロイド産生細
胞への分化誘導がなされ、各分化において目的細胞
へ誘導されたことを示唆する所見が得られた。特に
樹立した細胞株をマウスの心筋細胞と共培養した結
果、拍動を示したことから今後のin vitro assayに利
用できると考えられる。
　幹細胞は治療として用いるだけではなく、本口演
のように疾病モデルの細胞として利用できる可能性
がある。動物をそのまま使用する実験はコストや施
設面、時間において大きな制約があることは言うま
でもない。ウマにおけるこういった幹細胞の利用に
ついては未知ではあるが、ウシなどの他種の動物で
研究が進めばウマでも利用できるようになるかもし
れない。本研究の今後の展開に注目したい。

（田村周久）

○ノトバイオート豚を用いた実験的B群ロタウイル
ス感染症の電子顕微鏡学的解析2－小腸粘膜障害と
修復について－

藤本彩子ら（北海道）
　ロタウイルスはA群からG群の7つの血清型に分類
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され、哺乳豚および離乳豚の下痢症の原因の一つと
してA群ロタウイルス（RVA）が問題視されている。
近年検査法の向上に伴い、哺乳豚および離乳豚の下
痢の原因として、B群ロタウイルス（RVB）も高頻度
に検出されるようになってきた。一方でRVBは培
養できないことからその病原性はほとんど明らか
にされていない。本発表において、演者らはRVB
を実験感染させた24頭のノトバイオート子豚の小腸
（十二指腸、空腸、回腸）粘膜病変を電子顕微鏡学的
に検索し、その病理発生について考察していた。
　実験では、生後3日目にRVB I5株、RVB G16株を
各株10頭に経口接種し、接種１日目に各3頭、2日目
に各4頭、3日目に各1頭、死亡豚または溺死豚は随時、
残りは接種6日目に解剖し、4頭は陰性対照としてい
た。その結果、接種群の小腸粘膜の障害は1日目に
すでに極期を迎え、接種3日目には粘膜上皮の再生
が始まっていた。また、粘膜の障害は腸絨毛の腸上
皮細胞に限局し障害を受けた上皮細胞が基底膜を残
したまま大量に剥離・脱落する像が観察された。腸
陰窩では顕著な障害は見られなかった。
　RVB感染子豚で認められた腸絨毛の顕著な萎縮
は、障害を受けた腸上皮細胞が大量に剥離・脱落す
ることで引き起こされ、一方で基底膜は保持される
ため粘膜の修復は早いことが本研究により確認され
た。
　一方、馬のロタウイルス感染症は、馬ロタウイル
スが仔馬に感染することによって急性の下痢を起こ
す伝染病である。馬のロタウイルス感染症も馬ロタ
ウイルス単独感染による致死率は低く、その理由と
して、本研究の場合と同様に基底膜が保持されるた
め粘膜の修復が早いため重特化しにくい可能性が考
えられた。

○馬脳脊髄糸状虫症の診断用抗原のスクリーニング
林　秀承ら（北里大学）

　馬の脳脊髄糸状虫症はSetaria digitataが馬の中枢
神経系に迷入することにより惹起される急性かつ予
後不良の神経疾患である。一方、本病と類似した症
状を示す疾患にはウエストナイル脳炎や日本脳炎な
どが挙げられ、馬感染症の防疫の観点から本症とこ
れら監視伝染病との類症鑑別が重要となる。しかし
ながら、本症の生前診断法は確立されていない。そ

こで本研究では、ELISA抗原としてのS.digitata組換
え蛋白質のスクリーニングを行った。
　S.digitata虫体を用い、脳脊髄糸状虫症の馬血清お
よび脳脊髄液の反応性をWestern blotにて検討した
ところ、特に18kDa蛋白質が強く反応し、診断用抗
原の第一候補となった。次に、SDS-PAGEゲルから
18kDa蛋白質を切り出して、抗ウサギ血清を作製し
た。抗血清とS.digitata cDNAライブラリーを用い
て免疫スクリーニングを行った。得られたクローン
はpGEX-4Tプラスミドに組み込みGST融合蛋白質
として大腸菌に発現させた。精製後、ELISA抗原と
してS.digitata免疫馬血清および脳脊髄液を用いて評
価検討を行った。
　得られた3クローンはそれぞれBrugia malayi 
lectin C-type domain containing proteinと 相 同 性
47 ％（#38）、Brugia pahangi Glycoproteinと 相 同
性64％（#39）、Loa loa major antigenと相同性69％
（#45）であった。S.digitata免疫馬血清を用いて#38、
#39および#45組換え蛋白質を抗原としたELISAを
実施したところ、全ての組換え蛋白質とも反応性に
差が認められなかった。しかしながら、S.digitata免
疫馬脳脊髄液を用いて実施したところ、#39組換え
蛋白質では若干反応性に差が認められた。
　JRAの競走馬においてもしばしば脳脊髄糸状虫症
の発症が認められるが、その診断は病理学的検索に
よってのみ行われている。中枢神経組織への虫体の
迷入により形成された病巣を検索し確認するために
は多大な労力と時間を要することから、脳脊髄液を
用いた生前診断の開発が望まれる。

（村中雅則）

○国内において流行した馬伝染性子宮炎菌
（Taylorella equigenitalis）の全ゲノム情報に基づく
疫学的解析

林田京子ら（北海道大学、帯広畜産大学）
　馬伝染性子宮炎は1977年に突如イギリスで発生し、
その後、数年で世界的流行を起こして国内外での競
走馬生産に大きな打撃を与えた。国内では1980年に
初発し、以降、継続して発生が認められたものの、
2010年に清浄化が確認されている（安斉ら、第150回
本学会）。演者らは本症の国内への侵入経路を明ら
かにするとともに、宿主間での伝播における細菌ゲ
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ノムの進化を解析することを目的として、本病の原
因菌であるTaylorella equigenitalisの全ゲノム塩基
配列に基づく疫学的解析について報告している。
　1980-2000年に分離された国内株（77株）、および
イギリス、アイルランド、オーストラリア、アメ
リカ、スイスの分離株（各1、1、2、1、3株）の計85
株のゲノムを次世代シークエンサー（SOLiD 5500xl 
system）で解読し、得られた塩基配列と既に公表さ
れているT. equigenitalis参照ゲノム塩基配列（MCE9
株1.69Mbp）を比較した。参照ゲノムと供試菌株と
の比較によって一塩基多型（SNPs）を検出し、それ
らを用いて分子系統解析を行った。その結果、菌株
間の大きなゲノム構造の違いとして、国内分離株
ではIV型分泌装置（T4SS）領域の欠損、ファージや
プラスミドに対する獲得免疫のシステムとされる
crispr領域の挿入が観察された。またゲノム全体で
7,791個、ハウスキーピング遺伝子内で304個のSNPs
が抽出された。SNPs情報に基づき系統樹を作成し
たところ、国内株は流行初期から明らかに異なる3
系統の細菌集団が存在していたことが判明した。一
方、国内株は今回解析した海外株とは大きく異なる
系統関係を示し、本病の国内への侵入経路は特定で
きなかった。また、全ゲノム解析により約20年間の
野外流行におけるゲノム構造変化、特に抗原性に関
わる遺伝子の変異についても追跡が可能であった。
　馬伝染性子宮炎において侵入経路の特定は、本病
の拡散を阻止する上で非常に重要な情報となる。演
者らの今回の研究では本病の国内での侵入経路は特
定できなかったものの、研究がさらに進展すること
によって、侵入経路の特定やT. equigenitalisの病原
性の解明に繫がることが期待される。

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列
関塚剛史ら（感染症研究所）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequiを起因菌
とし、妊娠後期の流産を主徴とする馬の伝染病で、
家畜伝染病予防法では届出伝染病に指定されてい
る。本菌は馬以外の家畜に対する病原性はなく、他
の動物におけるS. Abortusequiの分離報告もないこ
とから、高い宿主特異性を持つと考えられている。
演者らは、これまで明らかにされていなかったS. 
Abortusequiの全ゲノム塩基配列を決定し、その特

徴について報告している。
　1987年に国内で分離されたSA L-2508株を次世代
シーケンサーによる全ゲノム塩基配列解析に供し
た。得られたドラフトデータについては制限酵素
NcoIを用いた全ゲノムマッピング解析データと組
合わせて塩基配列の結合を行った。上記の方法の
みでは結合できなかった領域については、PCRを実
施し、その増幅産物の塩基配列を解析した。解析
の結果、SAのゲノムサイズは4,738,978 bp、GC含量
52%であり、ゲノム内には4,848のORFが抽出され
た。得られた全ゲノム塩基配列のデータを用いて、
コアゲノム（サルモネラ属菌内で保存されている遺
伝子群）の一塩基多型に基づく系統解析を行った結
果、SAは血清型Choleraesuis（SC）と近縁であるこ
とが示唆された。また、同じく未解明であった病原
性プラスミドの塩基配列も決定され、そのサイズは
93,820 bp、GC含量53%であり、135のORFが抽出さ
れた。本プラスミドの塩基配列は、ネズミチフス
菌（S. Typhimurium）が保有する病原性プラスミド
（VP）pSLTとほぼ同一であり、これらプラスミド
が他血清型VPの祖先であることが推察された。既
に公表されている他の血清型のゲノム塩基配列との
比較により、SAを含む一部血清型が保有または欠
いている遺伝子を抽出することが可能であった。特
にcollagenaseやPipB secreted eff ector protein等 の
遺伝子を欠くことはSAの特徴と考えられた。SAの
偽遺伝子（変異によって機能を失っていると考えら
れる遺伝子）数は宿主特異性のあるサルモネラ属菌
であるGallinarumやDublinの半分程度、SCと同程度
であった。血清型間で偽遺伝子に類似性は認められ
ず、SAの宿主特異性は偽遺伝子数の増加では説明
できないと考えられた。
　演者らの研究によってS. Abortusequiの全ゲノム
塩基配列が決定されたことから、今後はこれらの
データを用い、現在、本病において課題となってい
る疫学解析手法の開発、特異的遺伝子の検索、病原
性の解明が期待される。

（丹羽秀和）
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○pH感受性リポソームを応用した犬用経鼻ワクチ
ンによる免疫誘導

清水遥介ら（大阪府立大学）
　本演題は、局所における粘膜免疫の誘導を目的と
した経鼻ワクチンの開発に関するものであった。一
般に病原体の生体への侵入門戸は粘膜であることか
ら、同部での局所免疫反応が感染防御に重要な役割
を果たす。しかしながら、筋肉内・皮下接種等の
ルートを用いたワクチン投与では、粘膜局所の免疫
反応を誘導することは難しい。そこで現在、局所に
直接投与する経粘膜ワクチンの開発が、いくつかの
疾病について進められている。経粘膜ワクチンを実
現する上で重要な課題は、ワクチン抗原を局所の樹
状細胞に取り込ませて、いかに効果的に抗原提示さ
せるかという点である。演者らのグループは、樹状
細胞への抗原の運搬体として、リポソームに注目し
て研究を行っている。リポソームは細胞膜と同じリ
ン脂質二重層からなる数10 ～数100nmの粒径をも
つ微小なカプセルで、内部にタンパク質など様々な
化合物が封入可能である。このリポソームにpH感
受性を保持させると、樹状細胞に取り込まれた後で、
封入された抗原が主要組織適合性抗原（MHC）class 
IとIIの両方の経路を通じて細胞表面に提示される
ことが分かっている。今回の研究では、Ehrlichia 
canis破砕抗原が封入されたpH感受性リポソームの
ビーグル犬への経鼻投与試験が行われた。その結果、
血漿中には抗 E. canis IgG抗体、唾液・腸液中には
抗 E. canis IgA抗体の誘導が確認され、全身および
局所に液性免疫が誘導されることが示された。加え
て、採取された末梢血リンパ球の刺激培養試験で培
養上清中に有意に高いインターフェロンγ産生が認
められたことから、細胞性免疫も活性化される可能
性が考えられた。ただし、今回示された成績は基礎
段階のもので、今後は実際の感染・発症予防効果を
評価するなど、リポソームワクチンの臨床応用に向
けた更なる研究の進展が望まれる。

○低温環境下でのウマヘルペスウイルス1型に対す
る各種薬剤の消毒効果の検討

辻村行司ら（競走馬総合研究所栃木支所）
 本演題は、0℃以下の低温環境下でのウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）に対する各種薬剤の消毒効果

の検討に関するものであった。EHV-1感染による
流産は主に冬期に発生するため、厳冬期には感染防
止のために設置する踏込み消毒槽の凍結が問題とな
る。このような凍結を防ぐ手段の一つとして、冬用
ウインドウォッシャー液などの凍結防止剤を用いた
消毒液の調整法が提案されている。そこで、この方
法が厳冬期のEHV-1に対する消毒に応用可能か検
討を試みた。供試した薬剤は、複合次亜塩素酸系消
毒薬、逆性せっけん、洗剤（陰イオン界面活性剤）で、
温度条件は、室温、氷温、－10℃に設定した。室温
および氷温の条件では水、－10℃条件ではウインド
ウォッシャー液に含まれる凍結防止剤であるメタ
ノールを用いて薬剤を0.1 ～ 0.005%（複合次亜塩素
酸系消毒薬は有効塩素換算値：0.1% = 1% W/V）に
希釈し、添加したウイルス量が10,000倍以上の低下
を示す最低濃度を求めた。その結果、室温で消毒
効果を示した最低濃度は、いずれの薬剤も0.01%で
あった。また、氷温では全ての薬剤が消毒効果を
示したが、室温と比較して5～ 10倍高い濃度必要で、
－10℃で効果を示したのは最高濃度の複合次亜塩素
酸系消毒薬のみであった。以上の成績から、逆性石
けんは、厳冬期のEHV-1に対する消毒に使用する
ことができないこと、複合次亜塩素酸系消毒薬は使
用可能であるが、高濃度に調整する必要のあること
が示された。なお、今回の試験で、室温では洗剤が
消毒薬と同程度のEHV-1 に対する消毒効果を有す
ることが分かった。したがって、EHV-1による流
産発生時に緊急で消毒が必要な際、消毒薬が入手困
難な場合は、洗剤を代用として使用することが可能
と考えられた。

（辻村行司）

○妊娠馬へのEHV-1の実験的感染における初期病
態

片山芳也ら（競走馬総合研究所栃木支所）
　EHV-1による妊娠馬の流産は妊娠末期に突然発
生し、続発流産もしばしば起こることから、軽種馬
生産地では非常に恐れられているが、その詳細は明
らかではない。演者らはこれまでに実験的流産発症
馬やウイルス血症末期の子宮・胎盤病変について検
索し、それら時期の病変を明らかにしてきた。今回
はさらに早期の病態を明らかにするため、ウイル
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ス血症初期の検索を行い、その概要を報告してい
た。すなわち、妊娠10か月のサラブレッド、牝馬3
頭にEHV-1 Ab4p株105PFUを鼻腔内噴霧により接
種した。ウイルス血症については末梢血単核球中の
EHV-1遺伝子をリアルタイムPCRでモニタリングし、
検出され始めてから3日後に病理解剖を行った。各
実験馬におけるウイルス血症は、1号馬では接種7日
後から、2号馬および3号馬では接種6日後から検出
され始めた。臨床的には一時的に軽度な発熱が認め
られたが、流産や神経症状は観察されなかった。解
剖時の肉眼観察では、母馬および胎児の諸臓器に異
常は認められなかった。胎児および子宮・胎盤に
おけるEHV-1遺伝子の検査では、胎児臓器（肝、脾、
腎、肺、胸腺、羊水、腹水）においては何れの症例
も検出されなかったが、子宮・胎盤においては全例
から検出された。病理組織学的には、母馬の子宮に
おいて粘膜固有層の血管周囲に軽度なリンパ球の浸
潤が全例で観察された。抗EHV-1抗体の免疫組織
化学染色では、細胞浸潤が見られた血管の一部で内
皮細胞や浸潤Mφおよび血管内腔の単核球に陽性所
見が観察された。また胎盤の微小絨毛叢のごく一部
の栄養膜細胞にも陽性所見が観察された。以上の結
果から、病理組織学的病変や免疫組織化学的抗原分
布は、先に実施したウイルス血症後期と基本的には
同質であったが、それら程度はより軽度で、早期の
病変と考えられた。ウイルス血症が起こり始めてか
ら僅か3日後には、子宮の血管にEHV-1を保有した
単核球が何らかの要因により漂着あるいは集簇し、
子宮の血管に病変を形成し始めて、ごく限られた領
域ではすでにEHV-1は胎児側の栄養膜細胞に伝播
している初期病態を明らかにしていた。
　馬鼻肺炎の流産の機序は不明な点が多く、例えば、
なぜ妊娠末期に発症するのか、なぜ子宮がEHV-1
の標的となるのか、どのようにしてEHV-1は子宮・
胎盤を通過するのか、などである。今回の検索を含
めたこれまでの一連の研究は、これらの一端を解明
するための貴重な材料となるものと考えられ、更な
る詳細な検索により、興味ある病態が更に明らかに
されるものと期待された。

○国際獣疫事務局（OIE）馬ピロプラズマ症リファレ
ンスラボラリーの役割と活動

五十嵐郁男ら（帯広畜産大学）
　馬ピロプラズマ症はTheileria equiとＢabesia 
caballiが原因で、臨床的には発熱・貧血・黄疸等を
呈し、我が国では家畜法定伝染病に、OIEではその
疾病リストに指定されている。帯広畜産大学原虫病
研究センターは、2007年にOIEの馬ピロプラズマ症
リファレンスラボラトリーに認定された。今回の発
表では、認定後に実施されてきた業務の概要につい
ての紹介がなされた。すなわち原虫病研究センター
では、T. equiとＢ. caballiのin vitro培養技術や血清
学的ないし遺伝子学的診断技術を有していることか
ら、診断用抗原の提供や自国での検疫検査で問題の
あった症例の検査依頼の事例が紹介された。例えば
2010年以降３回、カナダの食糧安全庁へ診断用抗原
を提供したこと。 2012年、イギリスからオースラ
リアヘのシャトル種牡馬の輸出の際に実施された間
接蛍光抗体法（IFAT）の結果が検査機関によって異
なっていたことに対して、確認検査を実施した事例。
さらにOIEの診断マニュアルの改正についての提案
などが紹介なされた。
　馬ピロプラズマ病は我が国の動物検疫所において
も、常在地からの輸入馬でしばしば摘発されてい
る。本病はダニによって媒介されるが、我が国にも
媒介能力を有するダニが棲息していることから、感
染馬が輸入され、T. equiとＢ. caballiが我が国に定
着してしまわない様にすることが非常に重要である。
JRA競走馬総合研究では動物検疫所からのIFAT用
の抗原の提供要請があった場合には、いつでも対応
できるように作製・備蓄している。動物検疫所の海
外伝染病の侵入防止業務にJRA競走馬総合研究が協
力して行くことは、紛れもなく我が国の円滑な競馬
開催の維持に大いに貢献しているものと考えられた。

（片山芳也）
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◯重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの分
離・同定

前田　健ら（山口大学）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスは
2011年に中国で発見されたブニヤウイルス科フレボ
ウイルス属に属する新しいウイルスである。昨年１
月に国内でもSFTSに罹患していた者がいることが
報告された。演者らは、本ウイルスを国内ではじめ
て分離した事例について報告した。
　白血球や血小板の減少、発熱、嘔吐、下痢などが
認められ、昨年秋に原因不明で死亡した海外渡航歴
のない山口県の患者の血清から、アフリカミドリ
ザル腎臓由来Vero細胞とネコマクロファージ由来
fcwf-4細胞を用いてウイルス分離を実施したところ、
それぞれの細胞で接種4日目と5日目にウイルスの存
在を示唆する細胞変性効果（CPE）が認められた。細
胞の培養上清から核酸を抽出し、次世代シークエン
サーを用いて塩基配列を決定した。その結果、中国
で報告されていたSFTSウイルスと高い相同性を示
す遺伝子断片が検出された。最終的に分離されたウ
イルスはSFTSウイルスと同定され、本症例はSFTS
であると確定診断がなされた。
　なお分離ウイルスの遺伝子配列から日本分離株は
中国の分離株とは異なるクラスターに分類されるこ
と、血清学的調査から少なくとも2005年には本ウイ
ルスの感染例が存在していることが示された。
　本症例の発見には、主治医がウイルス感染症を疑
いウイルスの専門家へ相談し、ウイルス分離検査が
実施されたことが大きく寄与している。一般にヒト
の血清を接種した培養細胞においてウイルス増殖が
確認される例は多くない。本事例では接種数日後に
CPEが認められこと、患者が死亡していることから、
未知の感染症を疑い、大学、国立感染症研究所など
の専門機関が連携したことが迅速な確定診断を可能
にしたと考えられる。また中国の事例を受け、国立
感染症研究所において診断法が準備されていたこと
も迅速な診断に大きな役割を果たしたと述べている。

◯飼育犬から重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウ
イルスと交差する抗体の検出

Nguyen Dung ら（山口大学）
◯動物のSFTSウイルス抗体調査

森川　茂ら（感染症研究所）
◯マダニからのSFTSウイルス遺伝子の検出

宇田昌彦ら（感染症研究所）
　国内におけるSFTS患者の確認を受けて実施され
た血清学的調査の結果、国内では少なくとも2005年
には本症の患者が発生していることが示された。中
国の調査から本症は、日本にも分布しているフタト
ゲチマダニを主とするダニを媒介した感染が主体で
あり、流行地ではヤギ、ヒツジ、ウシ、イヌなどで
SFTSウイルスに対する抗体陽性率が高いことが報
告されている。したがって動物における抗体調査お
よび日本に存在しているマダニにおけるウイルス保
有状況調査は、本ウイルスの分布やサーベイランス、
流行予測を実施する上で重要であると考えられる。
　前2題は、血清学的診断法を用いたさまざまな動
物種の抗体調査の成績を、3番目の演題は、媒介動
物であるマダニにおける本ウイルスの遺伝子検出の
成績を報告したものである。
　Nguyen Dungらは、ウイルス感染細胞抽出抗原
を用いたELISA法により、ベトナムと日本の飼育犬
における抗体調査の成績を報告した。2012年にベト
ナムで採取されたイヌ血清のELISA吸光度値から
暫定的に陽性と陰性のカットオフ値を設定したとこ
ろ、ベトナムのイヌ152検体中数頭が陽性と判断さ
れた。国内のイヌ743頭を検査した結果、中国およ
び九州の5頭が陽性と判断された。
　森川らは、ELISA法および蛍光抗体法により、中
国、四国、九州で採取されたシカ、イノシシおよび
猟犬の抗体調査を実施した。その結果、シカで約
40％、イノシシで4％、猟犬で約12％が抗体陽性を
示した。
　宇田らは、SFTSウイルス遺伝子を検出する定量
的RT-PCR法を開発した。本法を用いて、国内で採
取された3属9種類のマダニ312サンプルのSFTSウイ
ルス遺伝子保有状況を調査した結果、30サンプル（フ
タトゲチマダニを含む5種類）から遺伝子が検出され
た。
　以上の結果から、日本国内にはSFTSウイルスを
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媒介する可能性のあるダニが複数種、広範囲に渡り
存在していること、SFTSウイルスに感染した哺乳
動物も複数種、存在していることが明らかとなった。
これらの成績は、ヒトのSFTS対策を検討する上で
重要である。また現在までヒト以外の動物で、本ウ
イルスによる病気の発生は報告されていないが、本
ウイルスは獣医学的にも公衆衛生学的にも今後、更
に調査、研究を進めていく必要がある。

（近藤高志）

○緑膿菌性角膜炎に対するファージセラピーの有効
性について

冷清水雄太朗ら（酪農学園大学）
　競走馬の細菌性角膜炎はその90％が黄色ブドウ球
菌、緑膿菌及び連鎖球菌で占められる。競走馬が
ダートコースを走った際に巻き上げられた砂により
角膜が損傷し、これらの細菌が感染することで角膜
炎が発症する。緑膿菌による角膜炎は競走馬に限ら
ず犬や人でも認められ、人ではコンタクトレンズの
着脱が原因になる。緑膿菌性角膜炎は進行が早く、
早ければ半日で角膜浸潤が、1日で緑膿菌性角膜潰
瘍に特徴的な所見である輪状膿瘍が確認されること
もある。また近年、細菌感染症治療の場でますます
薬剤耐性菌が分離されており、感染症抑圧の新たな
手段としてバクテリオファージを利用したファー
ジセラピーの応用が検討されている。本研究では
ファージセラピーの臨床的応用の一環として緑膿菌
に対するファージを分離し、性状を調べ、その特徴
付けを行った。
　北海道江別市および札幌市内の下水処理場の汚水
から分離したファージをカクテル化し、犬病巣由来
緑膿菌およびウマ角膜炎由来緑膿菌にスポットテス
トを行い、宿主域の判定を行った。また、緑膿菌性
角膜炎モデルマウスとして角膜に傷を作製した後に
緑膿菌を接種した。さらに同マウスを用いてファー
ジの有効性を検討した。
　使用したファージには多くの細菌に溶菌活性を示
す宿主域の広いファージと1～ 2株程の菌のみに溶
菌活性を示す特異性の高いファージが分離された。
これらをカクテル化することで保有している緑膿菌
の7割ほどに有効性を示した。またフルオロキノロ
ン系の薬剤に対し高度耐性を示す株にも溶菌活性を

示した。以上からin vitroでファージカクテルの有
効性が示された。また、緑膿菌性角膜炎モデルマウ
スに対して角膜損傷30分後にファージを接種した群
はファージ未接種の群に比較して有意に緑膿菌性角
膜炎の発症を抑制した、との報告であった。
　ファージセラピーは抗菌薬に依存しない治療法と
して期待されているが、本報告はウマの細菌性角膜
炎の主要な原因菌である緑膿菌に対する有効性が示
唆されるものであった。実用化に向けては、より広
域な株に溶菌活性を示すファージの分離、薬剤化さ
れた際の安定性の検討、進行した病態への有効性の
検討等が必要であると考えられ今後の研究の進展が
期待される。

○神経成長因子のウマ好中球に及ぼす影響
石坂さおりら（東京農工大学）

　神経成長因子（NGF）は神経細胞の生存や機能発
現に必須であるが、様々な細胞に作用を及ぼすサイ
トカインでもあることが明らかとなっている。既に
演者らはげっ歯類やヒトの免疫系細胞や血管内皮
細胞の、生存や機能についてNGFが促進的に働き、
免疫機能の調整や損傷治癒に貢献することを報告
している。血中NGFはアドレナリン作用によって
上昇することから、ストレスの指標となる可能性が
指摘されており、演者らは輸送ストレスによってウ
マの血中NGFが上昇することも明らかにしている。
本発表では、ストレスに応答する血中の細胞として、
ウマ好中球に対するNGFの作用について報告して
いた。
　実験には健康なサラブレッド（セン馬）を用いた。
頚静脈から採血し、パーコール密度勾配遠心法を
用いて好中球を分離した。具体的には、70％および
85％の2密度のパーコールを重層した遠心チューブ
に、採血直後の全血3mlを静かに重層した。400gで
20分間遠心分離し、各濃度のバーコールの中間層に
ある細胞を採取、HBSSで2回洗浄し、5×105cells/
mlで96穴プレートに播種、マウス2.5S NGFを添加
して4日間培養し、経時的に細胞の生存率を調べた。
　パーコール密度勾配遠心法で各濃度のパーコール
の中間層から効率よくウマ好中球が分離され、そ
の純度は99％以上、そして生存率は98％以上であっ
た。上記の方法によりウマの全血1mlから平均1.7×
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106個の好中球を得ることができた。またNGFを添
加して培養することで、細胞の生存率および貪食能
の向上、アポトーシスの減少が認められた。
　ウマにストレスが加わり血中NGF濃度が上昇す
ると、好中球が活性化されること、および、NGF
濃度の上昇は免疫機能を増強し、前炎症性因子とし
て生体防御に貢献している可能性が示唆された、と
の報告であった。
　これらの報告からNGFはバイオマーカーとして
の可能性が有ること、あるいは、NGFが炎症を蜂
起することからNGFを抑制することで過剰炎症に
よる不必要な病態の悪化を阻止できる可能性が示さ
れた。

（木下優太）

◯Development of nested PCR and real-time PCR 
assays to detect equine infectious anemia virus 
infection

董　建宝ら（宮崎大学）
　馬伝染性貧血ウイルス遺伝子を検出するPCR法
はいくつか報告されており、中にはOIEが推奨する
PCR法が含まれる。既報のPCR法は実験室で馴化さ
れたウイルスを用いてプライマーがデザインされて
おり、それらのプライマーでは馬伝染性貧血ウイル
スの野外分離株を検出できないことが多い。そこで
演者らは広範囲に馬伝染性貧血ウイルスを検出する
nested-PCR法およびリアルタイムPCR法の開発を
行った。
　Nested-PCR法およびリアルタイムPCR法ともに、
プライマーセットは5'末端の保存された領域をもと
に作成された。検出感度は、nested-PCR法が10コ
ピー、リアルタイムPCR法が1コピーであった。感
染馬の血清および血漿を用いたところ、nested-PCR
とリアルタイムPCR法ともに、血清診断法と結果が
一致した。以上のことから、高感度に血清および血
漿から馬伝染性貧血ウイルスが検出可能な遺伝子診
断法が開発されたことが示された。病性鑑定にすぐ
応用可能な方法であり、血清診断法の補助診断とし
て有用であると思われた。
　なお、nested-PCR法についてはすでに論文とし

て発表されている（Arch. Virol. 2012. 157: 2105-2111）。
リアルタイムPCR法についても論文発表が待たれる
内容であった。

◯アカバネウイルス国内分離株間の抗原性の比較解
析

小林貴彦ら（化血研）
　アカバネ病の原因ウイルスであるアカバネウイル
スは、3分節（L, MおよびS）のマイナス一本鎖RNA
を持つウイルスであり、M分節は中和抗原である
Gcタンパク質をコードしている。このM分節を用
いた遺伝子解析により、演者らは過去に国内分離株
がGenogroup IおよびIIの2グループに分類されるこ
とを報告している。現在のワクチン株はGenogroup 
IIの株を抗原として、市販されている。今後のワク
チン株の検討のために、2グループの抗原性の差異
を交差中和試験を実施した。
　国内分離株のGenogroup IとIIを各5株ずつに対す
るモルモット抗血清を作製した。さらにモルモット
抗血清作製に用いた10株のうち6株（Genogroup Iを4
株、IIを2株）を用いて牛免疫血清を作製し、中和試
験を実施した。
　モルモット抗血清を用いた交差中和試験にお
いて、Genogroup IIの株を抗原とした抗血清は、
Genogroup Iのウイルスに対する中和抗体価が、ホ
モ株と比較し16倍以上低い値を示した。Genogroup 
Iの株を抗原とした抗血清においては、1株を除いて
ホモ株と比較し、16倍以上低い値を示すものはな
かった。牛免疫血清を用いた中和試験も同様の傾向
を示した。以上の成績より、Genotype Iの株をワク
チン株とすることで、2つのグループのウイルスを
カバーできることが期待され、ワクチン株を現在の
Genotype IIからGenotype Iに変更することが望まし
いと考えられる。
　交差中和試験による抗原性の比較は、ワクチン株
選定および変更を実施する場合の必須試験であり、
今回の方法およびストラテジーはそのまま他のワク
チンに応用可能である。

（根本　学）
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