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要約

研究レポート

ウマロタウイルスに対する市販家畜用消毒薬の効果

根本　学1）・坂内　天1）・辻村行司1）・山中隆史1）・近藤高志1）

　家畜衛生領域において多くの消毒薬が市販されているが、それら消毒薬のウマロタウイルスに対する消
毒効果を検証した報告はほとんどない。そこで本研究では、ウマロタウイルスに対する市販家畜用消毒薬
の消毒効果を評価した。結果は以下のとおりであった。塩素系およびヨウ素系消毒薬はウイルスを不活化
したが、有機物が混入することにより消毒効果が減弱した。グルタルアルデヒドは有機物の混入の有無に
関わらずウイルスを不活化したが、反応温度の低下および反応時間の短縮により消毒効果が減弱した。塩
化ベンザルコニウムは逆性せっけん系消毒薬の中では最も消毒効果が高かったが、有機物の混入、反応温
度の低下および反応時間の短縮により消毒効果が減弱した。
　以上の結果から各消毒薬の使用法の注意点をまとめると、以下のとおりである。塩素系消毒薬は有機物
の混入に注意を払い、厩舎消毒および踏み込み槽での使用が有用である。ヨウ素系消毒薬についても厩舎
や靴の着色を気にしなければ、塩素系消毒薬と同様に厩舎消毒および踏み込み槽での使用が有用である。
また、ヨウ素系消毒薬と塩化ベンザルコニウムは人や馬の体の消毒に有用であるが、一方で、グルタルア
ルデヒドは毒性が強いため器具の浸漬消毒でのみ使用可能である。以上の研究内容は、ウマロタウイルス
の感染拡大を防ぐために有用な情報であると思われる。

はじめに
　ウマロタウイルスは、レオウイルス科ロタウイル
ス属に属するエンベロープのないウイルスである
［4］。ウマロタウイルスは、3ヶ月齢以下の子馬の
下痢症の主要因となっており［1］、血清疫学調査か
らウマロタウイルスは世界中に広く分布しているこ
とが知られている［2, 6］。また、ウマロタウイルス
感染馬の下痢便中には大量のウイルスが含まれて
おり［3］、さらに他動物のロタウイルスは環境中で
数か月間感染性を保持し［18］、かつ少量で下痢を引
き起こすことが知られている［7, 12］。以上のことか
ら、感染爆発を防ぐためにはウイルスに汚染された
厩舎を消毒することが必須である。いくつかの文献
において、アルコール系［15, 16］、アルデヒド系［5, 
13, 15, 16］、塩素系［5, 17］やヨウ素系［10, 13］の消毒

薬がヒトや動物のロタウイルスに効果的であると報
告されている。両性せっけんや逆性せっけん系消毒
薬はアルデヒド系、塩素系およびヨウ素系消毒薬と
比較し、無色であり、かつ毒性が低いため、家畜衛
生領域において一般的に使用されている。現在日本
において、厩舎消毒用に多数の家畜用消毒薬が市販
されているが、それら消毒薬のウマロタウイルスに
対する消毒効果を検証した報告はない。ウマロタウ
イルスの感染爆発を防ぐためには、どの消毒薬がウ
マロタウイルスの消毒に有効かを調査する必要があ
る。そこで本研究では、ウマロタウイルスに対する
8つの市販消毒薬の消毒効果をいくつかの条件下で
評価した。

1）Nemoto Manabu, Bannai Hiroshi, Tsujimura Koji. Yamanaka Takashi, Kondo Takashi：競走馬総合研究所　栃木支所

本論文は、J. Vet. Med. Sci. 76: 1061-1063, 2014に掲載された論文を一部改編し、和訳したものである。
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材料および方法
　消毒薬の消毒効果を評価するために、ワクチン
株 で あ るRVA/Horse-tc/JPN/HO-5/1982/G3P[12]
株［8, 11］を使用した。ウイルス力価の測定方法は
以下のとおり実施した。アカゲザル胎児腎細胞で
あるMA-104細胞をシートさせた96穴プレートに対
し、希釈したウイルスを100µlずつ3穴に接種した。
37℃で一晩インキュベートした後、80％アセトンで
固定した。細胞固定後、1次抗体として抗ウシロタ
ウイルスポリクローナルヤギ抗体（Merck Millipore, 
Billerica, MA, U.S.A.）、そして2次抗体として抗ヤ
ギFITC 標識 IgGウサギ抗体（Sigma, St Louis, MO, 
U.S.A.）を反応させた。蛍光顕微鏡にて3穴の陽性細
胞数を計測し、その平均陽性細胞数を蛍光フォーカ
ス数（fl uorescing focus units, FFU）として計算した。
本研究では、105.0 FFU/100µlにウイルス力価を調整
し、使用した。
　本研究で使用した消毒薬は表1のとおりである。
これらの消毒薬は、塩素系のジクロルイソシアヌル
酸ナトリウム（DCI）とペルオキソ一硫酸水素カリウ
ムおよび塩化ナトリウム（PMSC）、ヨウ素系のノノ
キシノール・ヨード（NXI）、アルデヒド系のグルタ
ルアルデヒド（GLT）、両性せっけんの塩酸アルキル
ポリアミノエチルグリシン（AEH）、逆性せっけん
の塩化ベンザルコニウム（BZK）、塩化ジデシルジ
メチルアンモニウム（DDA）、［モノ、ビス（塩化ト
リメチルアンモニウムメチレン）］－アルキル（C9-15）
トルエン（MBAT）である。日本において、アルコー
ル系の消毒薬は家畜用消毒薬として発売されていな

いため、今回の研究ではアルコール系の消毒薬は使
用しなかった。消毒薬の希釈は、滅菌水を用いて初
希釈濃度から2倍階段希釈した。なお初希釈濃度は、
厩舎消毒用にメーカーが推奨する最も濃い濃度とし
た。すなわち、DCIは300倍、PMSCは500倍、NXI
は200倍、GLTは200倍、AEHは200倍、BZKは200倍、
DDAは500倍、およびMBATは500倍を初希釈濃度
とした。
　消毒薬とウマロタウイルスの反応試験方法は以下
のとおりである。まず50µlのウイルス液と、50µlの
リン酸緩衝生理食塩水もしくは10%の有機物を含む
培養液を混合し、計100µlのウイルス混合液を作製
した。なお、トリプトースリン酸ブイヨン10%、酵
母エキス0.05%、グルコース0.05%、ペニシリン100 
units/ml、ストレプトマイシン100 µg/mlおよびア
ンフォテリシンB 0.25 µg/mlとなるようにイーグル
最小必須培地に加えたものを培養液として用いた
［9］。有機物としてウシ胎児血清、および健康な成
馬の糞便から作製した糞便液を用いた。糞便は培養
液にて10%乳剤を作製後、2,000×gで10分間遠心し
た。その遠心上清を採取し、0.45µm孔のフィルター
でろ過したものを糞便液として用いた。ウシ胎児血
清存在下で消毒薬がウイルスに対して消毒効果を示
した場合、さらに糞便液を用いて追加実験を行った。
次に、100µlのウイルス混合液と100µlの消毒液を混
和した。なお滅菌蒸留水を消毒薬のコントロールと
して用いた。氷上（1-2℃）もしくは室温（23-24℃）で、
30秒もしくは10分間消毒薬と反応させた後、消毒
反応を停止させるために100倍量の3µg/mlトリプシ

表1．本研究で使用した市販家畜用消毒薬
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ン加培養液を添加した。100倍希釈された各反応液
を、MA-104細胞をシートさせた96穴プレート3穴に
100µlずつ接種した。その後37℃で一晩インキュベー
トし、上述した方法で細胞の染色を行った。コント
ロールと比較し、3穴すべてにおいて99%以上ロタ
ウイルス陽性細胞が減少した場合、消毒薬はその希
釈倍率で消毒効果があったと判定した。

結果
　各消毒薬において、ウマロタウイルスを不活化し
た最大希釈倍率を表2に示す。厩舎消毒用にメーカー
が推奨する最も濃い希釈倍率でウイルスを不活化で
きなかった場合、その消毒薬はウマロタウイルスに
対して効果がないと判定した。
　DCIは全ての条件下でウイルスを不活化したが、
条件によって効果のある希釈倍率が300-1,200倍と異
なった。PMSCはウシ胎児血清の混入がなかった場
合、反応温度および反応時間に関係なく、500倍希
釈でウイルスを不活化した。NXIはリン酸緩衝生理
食塩水およびウシ胎児血清混入下において、反応温
度および時間に関係なく200-400倍希釈でウイルス
を不活化したが、糞便液の混入によりウイルスを不
活化できなくなった。GLTは室温10分間の反応条件
でのみ有機物の混入に関係なく、200倍希釈でウイ
ルスを不活化した。BZKは有機物混入がなく、か
つ氷上30秒間以外の反応条件下において、200-400

倍希釈でウイルスを不活化した。DDAは有機物混
入がなく、室温10分間の反応条件でのみ、500倍希
釈でウイルスを不活化した。AEHおよびMBATは
全ての条件下でウイルスを不活化できなかった。

考察
　本研究では、現在日本で市販されている各系統の
消毒薬を用いて、ウマロタウイルスに対する消毒効
果を検討した。塩素（DCIおよびPMSC）およびヨウ
素系（NXI）の消毒薬はウマロタウイルスに対する消
毒効果を認めたが、有機物混入により効果が減弱し
た。塩素およびヨウ素系の消毒薬は有機物の存在下
で消毒効果が減弱することが知られており、本研究
結果と一致する［5, 10, 15, 16］。以上のことから、塩
素およびヨウ素系の消毒薬を使用する際は糞便など
の有機物の除去後、厩舎へ消毒液を散布することが
重要である。また、踏み込み槽において塩素および
ヨウ素系消毒薬を使用する際は、槽内の有機物量が
増えることによる消毒効果の減弱を防ぐために、頻
繁に消毒液を交換する必要がある。
　GLTの消毒効果は、反応温度の低下および反応
時間の短縮によって著しく低下した。以上の結果か
ら、GLTを用いてウマロタウイルスを消毒する場合、
微温湯で希釈後、長時間消毒したい器具と反応させ
る必要がある。GLTは金属を腐食させにくいため、
内視鏡などの医療器具の消毒に適している。一方、

表2．各種反応条件（反応温度、反応時間および有機物の有無）における、ウマロタウイルスを不活化した各消
毒薬の最大希釈倍率
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GLTは短時間の反応では消毒効果を示さないため、
踏み込み槽での使用は不適当である。なおGLTは
毒性が強いため［14］、作業者は皮膚への付着および
蒸気の吸入に注意し、そして消毒後の器具は十分に
洗浄し、GLTを完全に取り除く必要がある。毒性
が強いことから、厩舎消毒への使用にGLTは適し
ていないと考える。
　今回用いた3種類の逆性せっけん系消毒薬のう
ち、BZKが最もウマロタウイルスの消毒に効果的
であった。BZKはサルロタウイルスの消毒に対し
ても効果を示している［10］。BZKはウマロタウイル
スに対して効果のある他の消毒薬と比較して低毒性
のため、人の手指や馬体の消毒に適していると思わ
れる。
　本研究の結果から、各消毒薬の使用法の注意点を
まとめる。DCIおよびPMSCは有機物の混入に注意
を払い、厩舎消毒および踏み込み槽での使用が有用
である。NXIについても厩舎や靴の着色を気にしな
ければ、DCIとPMSC同様に厩舎消毒および踏み込
み槽での使用が有用である。また、NXIとBZKは人
や馬の体の消毒に有用であるが、一方で、GLTは
毒性が強いため器具の浸漬消毒でのみ使用可能であ
る。AEH、DDAおよびMBATはウマロタウイルス
消毒には不向きである。以上、本研究内容はウマロ
タウイルス感染拡大を防ぐために有用な情報である
と思われる。
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研究レポート

妊娠全期におけるコンベックス型探触子を用いた
ウマ胎子超音波診断

村瀬晴崇1）・遠藤祥郎2）・土屋　武3）・琴寄泰光4）・敷地光盛5）・伊藤克己5）・佐藤文夫1）・南保泰雄1）

要約

　コンベックス型三次元探触子は球形で、リニア型に比べて広域を観察することができる。また、その
形状から操作が容易であり、経直腸においてもさまざまな指標に対して適切な角度で描出することが可
能となる。本研究の目的は、コンベックス型探触子を用いてサラブレッドの胎子成長指標を測定するこ
とと、各指標の計測可能な時期を明らかにすることである。我々は、胎子指標として子宮胎盤厚（CTUP）、
頭尾長（CRL）、心拍数（FHR）、眼球（FE）と腎臓（FK）の大きさを計測した。CTUPは妊娠30週から増加し
た。FHRは8週でピークに達し、以後分娩まで減少した。CRLはこれまでの報告より長く、13週まで観察
することができた。FEとFKはそれぞれ10、28週から観察でき、妊娠の進行に伴って増加した。本研究の
結果から、正常な胎子の発育の評価のために経直腸によるコンベックス型探触子の使用が有用であること
が示された。今日ではまだ妊娠中期から後期にかけての超音波検査がウマの繁殖臨床現場で一般的でない
が、本研究のデータはウマの妊娠検査に有用な基礎データとなりうる。

はじめに
　流産はウマの生産性を低下させる主な原因の1つ
である。累積的な総妊娠率が85-92%［7, 8］、出産率
がわずか69-79%［2, 7, 8］であることから、流産予防
がウマの生産性を改善することにとって重要である
と言える。胎盤機能不全から生じる胎子のストレス
や傷害は、細胞の損傷や内分泌、代謝および循環
系の障害を招き、胎内発育遅延（IUGR）をもたらす
［21］。胎子の生存性に最も大きな影響を及ぼす3つ
の事象は子宮内低酸素、感染、子宮内発育遅延であ
り［35］、そのため、これらによる損耗を防ぐための
迅速な治療開始や出産の可否、胎子の評価が周産期
のモニタリングの目的となる［35］。流産の主な原因

の一つである上行性胎盤炎［12, 16］の診断法は近年
研究されつつある［3, 18, 19, 22］。超音波検査は胎盤
炎に罹患した胎子および胎盤の状態を評価するため
の優れた検査法であり［32］、臨床上無症状ながら超
音波上わずかな変化を示すような早期の診断が治療
成功の鍵となる［32］。
　ヒト産婦人科において、妊娠期間全体を通じて定
期的な超音波検査を行うことは一般的である。胎子
成長の評価は妊娠初期には頭殿長を、後期には頭
蓋大横径や頭囲、腹囲さらに大腿骨幹長を計測する
［10］。また、胎子の生理状態の評価として超音波検
査による心拍数や羊水量、臍帯動脈血流などが計測
される［20, 23, 31, 33］。ウマにおける超音波妊娠診
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断は交配後2-3週目に行われ、さらに早期胚死滅の
確認のため5-6週後に行われているが、それ以降の
定期的な超音波検査は一般的でない。
　妊娠後期に胎子を評価することは、周産期疾患
を診断するための有益な方法となりうる［9］。妊娠
後期には低周波（2-3.5kHz）の探触子を用いた経腹壁
検査によって胎子を評価できる［24, 27, 29］。これま
での報告で、胎子眼窩や頭蓋、腹部、胸幅、肋骨
間隙それに大動脈などを計測することで、胎齢4～
11 ヵ月のサラブレッド、クォーターホース、スタ
ンダードブレッドそれにシェトランドポニーの胎子
成長データが示されている［9, 27-29, 34］。しかしな
がら、Hendriksら［15］は、これらの報告は検査頭数
が少ないことや検査間隔が長いこと、同一個体の連
続した検査がないことなどから、バラツキが大きい
と指摘している。
　我々はウマ繁殖分野で初めて胎子の三次元（3D）
超音波画像を描出した［17］。従来のリニア型探触
子は下方しか描出することができないのに対して、
3D超音波検査に用いたコンベックス型探触子は広
く（60度）、深い（30cm）視野を得ることができ、特
に前方において広い視野を確保できる。さらに、コ
ンベックス型探触子はその球形状により、ウマに不
快感を与えることなく、直腸内で探触子の角度調節
や前方の描出が容易である。本研究の目的は、コン
ベックス型探触子を用いて妊娠期間全体を通じたサ
ラブレッドの胎子成長指標を測定することであり、
臨床応用のために各指標の描出時期を明らかにする
ことである。

材料および方法
動物：
　2010年から2012年にかけての2シーズンにおいて、
日高育成牧場において繋養された合計16頭のサラブ
レッド種妊娠馬を対象とした。年齢は9.4±3.9歳（4-15
歳）。産歴は4.4±3.3（0-9産）であり、3頭は初産だった。
妊娠期間は343±6.9日（331-355日）であった。全頭は
大きな異常なく、概ね予定どおりに出産した。本研
究は、日高育成牧場の実験動物管理委員会において
承認されている。

超音波検査：
　検査は、はじめ経直腸を実施し、その後経腹
壁にて検査した。超音波装置は周波数変動型の
Prosound α7（日立アロカメディカル株式会社、東
京、日本）を使用した。経直腸ではリニア型探触子
（UST-5821-7.5; 4-13MHz; 最大深度15cm）を8.0MHz
に、コンベックス型探触子（ASU-1010; 2-10MHz; 最
大深度30cm）を8.0MHzに設定した。経腹壁ではコ
ンベックス型探触子を5.0または8.0MHzに設定した
（図1）。リニア型探触子の可視領域が描出幅60mm、
深度15cmであるのに対して、コンベックス型探触
子は深度30cm、半径40mm、角度60°の扇形である。
検査は2-22週においては毎週、その後分娩までは隔
週実施した。1回の検査時間は15～ 30分であった。

子 宮 胎 盤 厚（Combined Thickness of Uterus and 
Placenta, CTUP）：Renaudinら［30］と同様に、経直
腸にて子宮頸管側の腹側を計測した。少なくとも
3ヶ所を測定し、平均値を算出した（図2A）。
胎子心拍数（Fetal Heart Rate, FHR）：FHRは、ドッ
プラー機能を用い、心臓または動脈で計測した。
FHRは胎動によって増加するため［1, 9］、我々は最
も低い値をFHRとして採用した。
頭尾長（Crown Rump Length, CRL）：CRLは経直腸
で計測した。コンベックス型探触子は直腸内で回転
できるので、適切な矢状断像を描出できる（図2B）。
胎子眼窩（Fetal Eye Orbit, FE）：胎子眼窩は、主に
経直腸で描出した。測定は眼窩断面が最大となる像
で、レンズと硝子体内側縁をランドマークとした。

図1　探触子の外観。コンベックス型探触子（右）
は深度30cmまで描出でき、その形状から
直腸内での操作が容易である。
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眼球幅は、レンズ前縁から視神経円板の内側縁まで
計測した。眼球幅に対して垂直な眼球長は、硝子
体の内側縁の最大長を計測した（図2C）。Renaudin
ら［29］の報告と同様に、我々は眼球長と眼球幅から、
近似体積（長さ×長さ×幅）も算出した。
胎子腎臓（Fetal Kidney, FK）：腎臓は頭位では経腹
壁で、尾位では経直腸によって観察できる。肋骨を
ランドマークとして体幹に対して垂直断面を描出
し、横断面積が最大のときに画像を記録計測した。
Renaudinら［29］と同様に長さと幅（図2D）を記録し
て、面積の近似値（長さ×幅）を算出した。
描出率：各時点において、指標を計測できた頭数を
総検査頭数で除して描出率を算出した。描出率50%
以上の時期を検査可能時期と定義した。さらに、ア
プローチ法によって「経直腸、リニア型探触子で測
定可能」、「経直腸、コンベックス型探触子で測定可
能」、「経腹壁、コンベックス型探触子で測定可能」
の３つに分類した。
統計分析：結果は平均±標準偏差（SD）で示した。
データは一元配置分散分析によって群間に差が認
められた場合には、Tukey's HSD検定により多重
比較を行い、有意性は p< 0.05とした。統計分析は、
JMPソフトウェア（SAS研究所日本株式会社、日本
国東京）を使用した。

結果
　CTUPは妊娠28週まで一定であったが、以降直線
的に厚みを増し、満期（48週）では9.4±1.3mmであっ
た（図3A）。38週以後は28週（P < 0.05）以前より有意
に厚かった。また、CTUPのエコー像は胎盤の発達
に伴って2層構造を示した（図2A）。
　FHRは妊娠4週から測定でき、4週には151.7±
9.5bpmであったものが、8週にピークの178.8±
5.7bpmを示し、その後徐々に低下して満期（48週）
には68.0±7.0bpmであった（図3B）。4週および15週
以後のFHRは5～11週と比較して有意に低かった（P 
< 0.05）。経直腸により9週まではリニア型探触子で
計測が可能であったが、10～ 32週はリニア型探触
子では計測できず、コンベックス型探触子を用いた
（図4）。
　CRLは、妊娠5週の18.0±3.5mmから13週の157.4
±13.0mmまで直線的に増加した。首や体部が側方

図2　超音波指標の計測図。（A）子宮頚管周辺の子
宮体腹側像。矢印は子宮胎盤厚（CTUP）を
示す。（B）頭尾長（CRL）像（矢印）。（C）胎子
眼窩。長さ（+）と幅（×）を示す。（D）腎臓位
における胎子腹部横断像。腎臓の長さ（+）と
幅（×）を示す。
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に屈折するため、描出率は10週後に急速に減少し、
14週以後は計測できなかった（図3C、4）。6週まで
はリニア型探触子で計測できたが、7週以後は不可
能となった（図4）。
　FEは、週齢に伴って増加した。幅、長さそれに
面積の増加の様子は同様であった（図3D）。描出率
は、10週以後60～ 90%で推移した（図4）。経直腸に
より、リニア型探触子では15～ 17週と44週以後の
み描出できた。一方、コンベックス型探触子を用い
た場合には妊娠の全体を通じて描出できた。
　FKは妊娠28週から経腹壁で描出でき、直線的に
増加した（図3E）。描出は胎位に依存し、側胎向で
は描出できるものの、下胎向および上胎向の時に
は描出できなかった。描出率は妊娠全体を通して60
～ 90%であった（図4）。

考察
　本研究は、同じサラブレッド妊娠馬を継続して測
定し、胎子指標を評価するためのコンベックス型探
触子の有用性を示した。加えて、サラブレッド妊娠
馬における妊娠全期を通してリニア型探触子を用い
たCTUPの基準値を確認した。本研究は今後のウマ
妊娠検査の基礎的なデータとなりうる。
　近年、CTUPは胎盤炎の指標として広く計測され
るようになった。CTUPの95%の信頼上限は妊娠9ヵ
月まで約4mmで一定であり、その後毎月1.5 - 2.0mm
ずつ増加し、満期には12mmに達する［30］。オラン
ダ温血種では 200日まで変化せず、250日から満期
にかけて急速に増加し、その95％信頼上限は初産馬
で12.1mm、経産馬で12.6mmであった［15］。本研究
の結果は、11頭の経産馬の95%信頼上限が11.2mm
（8.59±1.29mm）であり、既報と品種が異なるものの
概ね同様の結果であった。
　これまでにも、妊娠後期［1, 28］または妊娠中期
［9, 15］におけるFHRを計測した報告はいくつかあ
る。Hendriksら［15］は経腹壁により計測し、オラン
ダ温血種の100日で約145bpm、満期で75bpmである
と報告した。Buccaら［9］はまた、経腹壁もしくは
経直腸で妊娠6～ 12ヵ月の安静時にそれぞれ約115、
110、105、90、85、75、65bpmであると報告した（品
種は言及されていない）。Hendriksら［15］は100日以
降直線的な減少を示した。しかし我々の結果は直線

図3　各指標の変化。（A）CTUP、（B）FHR、（C）
CRL、（D）FE、（E）FK。アスタリスクは
CTUPにおいて28週未満、FHRにおいて5
～11週との有意差を示す（P < 0.05）。
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的ではなく、Buccaら［9］が報告したものと類似し
ている（図3C）。ヒトと同様に、妊娠が進行するに
つれてFHRのばらつき（頻脈と除脈）が大きくなる。
また、胎動に伴って一過性（15-30秒）の頻脈が認め
られることがある［1, 9］。そのため、我々は数回測
定を繰り返して、平均値ではなく最低値を採用した。
持続性の徐脈または頻拍は一般的に胎子ストレスの
徴候と言われている。しばしば、徐脈は低酸素［4, 9］
による中枢神経系鬱病の結果であり、ヒト［14］と妊
娠馬［1］で転帰不良に関連するとされている。
　CRLに関する解剖学的な実測値の報告はあまり
ない［5, 6, 11］。超音波による測定値は妊娠55日まで
報告されているが、リニア型探触子による経直腸
検査では矢状断を正確に描出することは難しい［13］。
我々はリニア型探触子を用いて6週までCRLを計測
できたが、7週以降には正しい矢状断を描出するこ
とができなかったが、コンベックス型探触子を用い
ることで、13週までCRLを正確に計測できた。10週
以降には頚部または体部が側方に屈折する場合があ
り、そのような場合には測定できなかった。我々の
結果は、既報の55日までの超音波測定値［13］および
14週までの実測値［5, 11］と合致していた。
　FEははじめ球状であるが、発育に伴って幅が長
さよりも小さい眼球形状を呈する。Turnerら［34］
は長さ、幅、それに長さ／幅の比率を比較して、長
さが小型ポニーにおける分娩日予測の指標として
最適であると結論した。この結果は、長さが胎子
の大きさの指標としても適当であることも意味す
る。我々の結果においても、妊娠の進行に伴う増加

が幅よりも長さで大きく、長さ単独が有用であると
考える。ある報告では、2辺の合計が直線的に増加
し［9］、またある報告では妊娠9ヵ月の以降はプラ
トーを示した［34］。また、Renaudinら［29］は、眼窩
体積近似値が妊娠週齢と比例関係を示す指標だとし
た。本測定方法においては幅の最大径を描出するの
は困難であり、そのため測定値にバラツキが生じた。
眼窩容積近似値は妊娠後期に直線的な増加を示した
が、妊娠初期には指数関数的な増加を示した。これ
はおそらく、眼球が球形から凸型に変形することに
起因する。眼窩は16週まで容易に描出できたが、そ
の後は描出率60-90%で推移した。描出できない主な
原因は、17～ 26週では尾位であり、28週以降では
頭位ながら頚部が屈曲したり前肢が伸展して頭部が
沈み込んだりした場合であった。リニア型探触子で
の画像診断は、15～ 17週と44週以降で可能であっ
た。これ以外の時期は、胎子の頭が前下方へ沈むた
め、コンベックス型探触子でのみ計測可能であった。
　FKは経腹壁で容易に描出できる。しかしながら、
この指標についてはこれまでほとんど報告がない
［29］。腎臓の形状は不定形であり、描出される形は
探触子の角度によって容易に変化するが、肋骨をラ
ンドマークとすることで一定した断面を描出するこ
とができる。Renaudinら［29］は、長さと幅それに
断面積（長さ×幅）を測定し、断面積と妊娠日齢が比
例関係にあるとした。本研究では、長さと幅は妊娠
週齢に比例して直線的に増加したが、断面積（長さ
×幅）は指数関数的な増加を示した。FKは約30週以
降比較的描出できた（＞60%）。そのため、胎子成長
に関する有用な指標であると言える。満期近くでは、
胎子の腰部が母親の剣状胸に位置するため描出率が
低下した。
　CRLの成長は妊娠中期で最大となる一方で、体重
の成長は満期に最大となる［25］。CRLは骨格の成長
を、体重は主に筋肉や他の軟部組織の発育を反映し
ており［25］、器官ごとに発育段階が異なる［26］。例
えば、多くの器官（例えば心臓、肝臓と腎臓）の重量
比が妊娠4-5 ヵ月で最大となるのに対して、脾臓は
8-9 ヵ月でピークに達する［26］。従って、さまざま
な部位、器官ごとの発育曲線を確立することは超音
波検査の臨床応用に有用と言える。さらに、各指標
が観察できる時期を明らかにすることは重要である。

図4　各指標の描出可能時期。バーは描出率が50%
以上である時期を示す。 ：リニア型探触
子、経直腸で描出可能。 ：コンベックス
型探触子、経直腸で描出可能。 ：コン
ベックス型探触子、経腹壁で描出可能。
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　本結果から、経直腸検査においてコンベックス型
探触子を用いることは、その操作性、特に前方に
おける描出性において非常に有用であると結論し
た。FHRおよびFEはリニア型探触子では観察でき
る時期が制限されたが、コンベックス型探触子を用
いることで妊娠期全体を通じて観察できた。胎子の
評価には妊娠初期のCRL、中期のFE、後期のFKと
CTUPといった具合に、妊娠の時期に応じて様々な
指標を計測するべきである。このような胎子検査は
早期診断、早期治療または治療の評価といった効果
的なモニタリングに貢献する。臨床現場ではハイリ
スクメアに対して定期的に経直腸にてFHR、CRL、
FE、胎動などを計測すべきである。そして、それ
らの測定値や血中ホルモン濃度、臨床所見に異常が
認められた場合にはさらなるモニタリングとして経
腹壁検査を追加すべきである。
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要約

症 例 報 告

1歳馬腱性突球への対処法の検討

田中弘祐1）・藤本勝幸2）・飯田正剛3）・青木　修4）・平賀　敦5）

　サラブレッド種1歳馬2頭に認められた腱性突球に対し、装蹄療法では、歩様や趾軸（肢勢）を評価して、
ヒールアップの高さを決めるなどの処置を実施した。また併せて、獣医学的治療では、肩周辺筋肉へのサ
サ針、ヒアルロン酸注射や消炎剤投与、あるいは浅指屈筋や浅指屈筋腱へのショックウェーブ治療などを
症状に合わせて適宜行った。また、日常の飼養管理では状況に応じた運動療法、栄養管理、患肢へのケア
についても配慮した結果、4ヵ月後には、2例いずれも突球の症状を改善することができた。これらは装蹄師、
獣医師、馬管理者の3者による技術的なコラボレーションが生んだ好結果であると考えている。

はじめに
　後天性に起こる腱性突球については、6ヵ月齢以
降に起こるという報告［2］、あるいは10～ 18 ヵ月
齢の急成長している馬に起こり、この場合には両前
肢に起こりやすいという報告［3］がある。腱性突球
は、橈骨の急激な成長など何らかの原因により浅指
屈筋腱が拘縮することによって発生すると考えられ
ている［2, 3］。浅指屈筋腱が拘縮すると、繋軸が峻
立し、趾軸が後方破折するとともに、球節の背屈あ
るいは沈下が困難となる。重症例では球節のナック
リングが出現することもある。さらに、発生に関与
する要因として、栄養摂取のアンバランスが指摘さ
れている［3, 4］。
　腱性突球に対して行われてきた伝統的な装蹄療法
は、鉄頭張出し厚尾蹄鉄を装着することである。厚
尾により蹄踵を高くすることによって、屈腱の緊張
を緩和する効果が期待されている［2］。この処置で
改善が見られることもあるが、対処が遅れると改善
しない場合や、処置を行ったにも関わらず無反応な

場合もあり、将来の競走能力に影響するばかりでな
く、廃用となるケースも少なくない。
　今回、腱性突球を発症した2症例について、従来
行われている装蹄療法に若干の工夫を加えるととも
に、飼養管理の改善および獣医学的治療を組み合わ
せた対処法を試みたところ、良好な結果が得られた
ので、その概要を報告する。

症例馬および対処法の概要
　症例馬は、サラブレッド種1歳の牝馬2頭で、いず
れも患肢の球節は沈下が困難となり、駐立時には時
折球節を前方に突き出していた。症例1は、11ヵ月
齢の時に両前肢に突球を発症したので、通常行われ
ている装蹄療法や飼養管理の改善を実施したが、症
状は改善されず、17ヵ月齢になっても突球の症状
は残存していた。症例2は17ヵ月齢の時に両腕節の
骨端炎に付随して、特に重度な右前肢に突球の前段
階である浮球を発症し、骨端炎の治療や運動制限
を行ったが、18ヵ月齢で右前肢のみ浮球が悪化し、

1）Tanaka Kosuke：日本軽種馬協会　静内種馬場
2）Fujimoto Katsuyuki：日高装蹄師会
3）Iida Masatake：千代田牧場
4）Aoki Osamu：日本装削蹄協会
5）Hiraga Atsushi：競走馬総合研究所
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突球を発症した。これらの症例に対し、改めて系統
立てた装蹄療法、飼養管理の改善、獣医学的治療を
実施した。

ヒールアップ効果の検証
　図1の左は、繋軸と蹄軸が真っ直ぐに繋がる、い
わゆる趾軸の一致した正常な状態である。図1の中
央は、突球によって繋軸が峻立し、趾軸が後方破折
した状態である。この状態の蹄踵に図1の右に示し
たとおり、裏掘りを踏ませ、簡易的なヒールアップ
効果を検証したところ、繋軸と蹄軸の傾斜度がほぼ
同じになり、趾軸が大分改善されることが確認でき
た。このとき裏堀りを踏ませて蹄踵を上げた高さは、
25㎜であった。そこで、装蹄療法としては、この増
高量を目安にエクイロックスを用いて、蹄踵部を高
くする方法を取り入れた。これを充填剤式ヒール
アップ法と呼ぶことにする。

充填剤式ヒールアップ法の手順
　図2は、充填剤式ヒールアップ法（以下、「ヒール
アップ法」）の手順である。図2の上段には、25㎜の
ヒールアップ法を示した。最初にエクイロックスで
高さ10㎜ほどの土台を造り、蹄に当てて高さを調整
した後、この土台をエクイロックスで蹄に接着し
た。図2の下段に示した10㎜の増高を目指したヒー
ルアップ法では、鉄尾部にゴム片を取り付けて高さ
を調整し、それをエクイロックスで蹄に接着した。

症例1の経過（17ヵ月齢）
　図3の左側上下は、症例1の両前肢の処置前で、繋
軸は峻立して趾軸は後方破折し、時折、繋ぎが垂直
を越えて前方に傾斜する突球が起こり、歩行時には、
球節の沈下不良を起こしていた。歩様、趾軸（肢勢）
を確認したところ、25㎜のヒールアップ法が必要と
判断し、それを実施した。図3の中央左は、左前蹄
のヒールアップ後で、趾軸が大分改善された状態で
ある。図3の中央右上の1.5 ヵ月後の削蹄後の状態が
示すとおり、繋軸の峻立や球節の沈下度合いの症状
が軽減されたことから、図3の中央右下に示した10
㎜のヒールアップに変更して接着した。図3の右側
上下は、両前肢の4ヵ月後で、繋軸の峻立は若干残
存しているものの、突球は、改善された状態である。

症例2の経過（18ヵ月齢）
　図4の左は、症例2の処置前の状態で、初回装蹄療
法は、患肢である右前肢を25㎜ヒールアップし、バ
ランスを取るために、健常な左前についても20㎜の
ヒールアップを施した。図4の中央に示した1.5 ヵ月

図1　ヒールアップ効果の検証

図2　充填剤式ヒールアップ法の手順

図3　症例1の経過（17ヵ月齢）
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後には、中央に示す10㎜のヒールアップを行い、図
4の右に示したとおり4ヵ月後には改善された。

処置プラン
　図5の中央に、今回の処置を施す以前の症例1の
6ヵ月間の処置を示した。装蹄療法では、趾軸改善
のために、20～ 15㎜のヒールアップ法や蹄下面全
体で体重を負担できるように、蹄底にエクイパック
を充填した。栄養摂取では、燕麦を抑えた飼料に変
更した。さらに小パドック放牧および1日1回30分の
ウォーキングマシン運動も行ったが、その時点では
突球は改善されなかった。

　図5の右に、2症例の今回の処置プランを示した。
以前行っていた装蹄療法では、20～ 15mmのヒー
ルアップ法であったが、今回、歩様や趾軸（肢勢）を
評価したところ25mmは必要と判断したので、25㎜
のヒールアップ法を1.5 ヵ月間実施した。1ヵ月こ
ろから繋軸角度の減少や球節の沈下が認められる
など症状が改善されてきたので、1.5 ヵ月から改善
までの2.5 ヵ月間は、10㎜のヒールアップ法に変更

した。獣医学的治療としては、肩周辺の筋肉の硬直
が確認されたことから、担当の獣医師により、その
部へのササ針、毎日の消炎鎮痛剤投与、週1回のヒ
アルロン酸注射、および物理療法として突球に関連
する屈筋や屈腱への1週間毎のショックウェーブ療
法を行った。一方、飼養管理として、小パドック放
牧に加え、制限された運動を確保するためのウォー
キングマシン運動は、1日30分を朝夕の2回に変更
し、さらに通常の1歳馬の馴致を兼ねた騎乗運動を
1ヵ月後から2ヵ月間行い、拘縮を起こしている屈
腱に対し、さらに負荷をかけた。最後の1ヵ月間は
騎乗運動は中止し、1日2回40分の速歩を取り入れた
ウォーキングマシンによる運動を加え、さらに患肢
へのケアでは流水による冷却や冷湿布および管骨以
下のサポートバンテージを毎日巻き、栄養摂取では
ミネラルバランスの取れた飼料とした。

考察
　従来、腱性突球の対処法として栄養状態の改善、
運動療法、あるいは装蹄療法として、蹄踵を持ち上
げるような楔型のパッドの適用が提唱されている[4]。
しかしながら、症例1の当初の対応のように、これ
らの処置を個々に行っても無反応な場合が少なくな
く、馬の症状に関する情報を共有しながら、装蹄療
法と獣医学的治療や飼養管理が同時に行われること
は少ないのが現状である。
　一方、浅指屈筋腱拘縮の治療のための外科手術
（浅指屈筋腱支持靭帯の切断）は、深指屈筋腱拘縮
（Club Foot）に対して行われる同様の手術（深指屈筋
腱支持靭帯の切断）ほどには成功しないと言われて
いる［2］。また、鉄尾端にL字型の鉄棒を支柱とし
て溶接し、球節が前方に突出しないよう、その支柱
にベルトで球節を固定するなど、球節および繋部を
より正常な状態に修復しようと様々な試みが行わ
れているが、どれも決定的な結果は出ていない［2］。
浅指屈筋腱本体を切断した場合には、競走生命が絶
たれることも余儀なくされてきた。
　今回の症例に対する装蹄療法では、単に機械的に
既存のパッドを挟んでヒールアップするのではなく、
歩様や趾軸（肢勢）を評価して、ヒールアップの高さ
を決めるなどの改良を行った。また、獣医学治療で
は、突球に関連する筋肉や屈腱への治療を施すとと

図4　症例2の経過（18ヵ月齢）

図5　処置プラン
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もに、飼養管理でも状況に応じた運動療法、栄養管
理、肢へのケアについても配慮した結果、2症例い
ずれも繋軸の峻立や球節の沈下不良などの症状が軽
減された。1ヵ月後から騎乗馴致を2ヵ月間に渡っ
て注意深く実施し、4ヵ月後には症状が改善された
ことから、他の1歳馬と同様の飼養管理に戻した。
　今回、装蹄療法を中心に報告したが、これまでの
対処法を改良し、装蹄療法に加えて、獣医師や馬管
理者が協調しながら治療方針、あるいは、飼養管理
の変更などを総合的に組み合わせ、その状況に応じ
て適切に実施することで、2症例いずれも突球を改
善することができた。これらの処置のすべてが効果
を発揮したのか、あるいはその一部のみの効果だっ
たのか、現時点では明確にできないが、装蹄療法に
加えて、適切な獣医療を施すことで、疼痛が改善さ
れたことなどにより、患肢への体重負荷が十分に行
なわれるようになったことが重要なポイントであっ
たように思われる。いずれにせよ、厄介な今回の2
症例に対して、馬管理者、獣医師、装蹄師の3者が、
それぞれの専門分野における対処法を考えて総合的
に治療した結果の整復であることは事実であり、技
術的なコラボレーションが好結果を生んだことは間

違いないと考えている。今後は、突球に限らず、こ
れらの頑固で改善が困難な肢蹄疾患に対して、さら
に関係者間の連携や共同作業の体制を確立すること
で、改善が困難な、これらの肢蹄疾患に対するより
効果的な対策が実践できるものと考えている。
　最後に、稿を終えるに当たり、ご協力いただいた
牧場関係者に感謝します。

参考文献
［1］ Kaul Douglas Butler Jr. (1985). The principles 

of horseshoeing Ⅱ : an illustrated textbook of 
farrier science and craftsmanship. Butler Pub 
＆ Tools ; Rev Enl.

［2］ Simon Curtis. (1999). Farriery-foal to racehorse. 
R W Pubns Ltd.

［3］ Stephen B. Adams, ＆ Elizabeth M. Santschi. 
(2000). Management of congenital and Acquired 
flexural limb deformities. AAEP Proceedings, 
Vol.46, 117-125.

［4］ Jorg A. Auer. (1992). Flexural deformities. Jorg 
A. Auer (Eds.) Equine surgery. W.B.Saunders 
Co. pp.957-971. 
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

JRA競走馬総合研究所　関口　隆

第6回　大障害は歯鉄を履いて
軍馬の装蹄と競走馬
　明治初年、横浜から始まった競走馬の装蹄は、イ
ギリスやオーストラリアの影響を受け、英国式装蹄
法が主流を占めていました。しかし競走馬が改良さ
れスピードが増したことや、日本特有の固い馬場と
の関係もあって、屈腱炎などにかかる競走馬が増え
てきました1）。
　一方陸軍は、明治23年駒場農学校が招聘したドイ
ツ陸軍蹄鉄工長ミューラー氏を雇用し、陸軍蹄鉄学
舎（明治26年6月陸軍獣医学校に統合）でドイツ式装
蹄法の指導を受けるようになりました（写真1, 2）。
　そして、軽量で防滑効果の高い有溝式蹄鉄と肢蹄
保護に重点を置いた装蹄法は陸軍で高い評価を受け、
明治27年フランス式装蹄法を廃してドイツ式装蹄法
が採用されました2, 3）（写真3, 4）。

（写真1）ドイツ陸軍蹄鉄工長 ミューラー氏

（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2）ドミニック氏装蹄法

ドミニック派ドイツ式装蹄法の教科書が
使用された。
（ドミニック氏装蹄法.明治26年3月陸軍蹄鉄学舎

発行より引用。国立国会図書館 所蔵）

（写真3）日本陸軍旧式尋常蹄鉄

明治40年頃のもの
（日本装削蹄協会 所蔵）
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　また陸軍は、競馬場の厩舎関係者に対しても装蹄
の重要性を啓蒙するため、騎手講習会などを通して
講習を行っていました。そして競走馬の装蹄法とし
て、調教時には鉄幅を広くして上弯を設け、肢蹄保
護に重点を置いた調教蹄鉄（ドイツ式）を使用し、競
走時には鉄幅を狭くしたスパイク効果の高い競走蹄
鉄（英国式）に打ち替える方法を取ることにしました
（写真5, 6）。

　また障害競走や不良馬場では、よりスパイク効果
の高い競走歯鉄や刻み蹄鉄が使用されていました  
4- 6）（写真7, 8）。

中山大障害と競走歯鉄
　昭和9年12月5日、中山競馬場で第1回大障害特別
競走（昭和10年より中山大障害に改称）が行われまし
た。レース当日は前夜からの雪と朝からの雨で不良
馬場でした。そして優勝したキンテン号は、鉄製の
競走歯鉄を使用していました7- 9）（写真9, 10）。

（写真5）調教蹄鉄

鉄幅18㎜程度。横浜
競馬場から出土。昭和
17年以前のもの。
（馬の博物館 所蔵）

（写真4）蹄鉄術教範（附図）

陸軍は明治27年蹄鉄術教範を編集し、
ドイツ式装蹄法の教育を始めた。

（蹄鉄術教範第一部第一版.明治27年.陸軍省
発行より引用。国立国会図書館 所蔵）

（写真6）競走蹄鉄

鉄幅15㎜程度。昭和
50年以前のもの。
（馬の博物館 所蔵）

（写真7）競走歯鉄 （写真8）刻み蹄鉄

昭和7年 陸軍獣医学校
黒川三治郎教官の指導により製作

（日本装削蹄協会 所蔵）

（写真10）キンテン号が使用した競走歯鉄

（競馬博物館 所蔵）

（写真9）第1回 中山大障害
　　　　 優勝馬 キンテン号 

（競馬ファン第10巻第1号.中山大障碍
 競走の覇者キンテン号.昭和10年黎

明社発行より引用。JRA提供） 
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　障害競走に求められるものはスピードではなく、
重い斤量を背負って長距離を走り、多くの障害を飛
越する強靭な馬体と持久力でした。中山大障害の創
設は、「勇敢にして沈着な気性と頑丈な骨格と充分
に発達した内臓と、斃れて後已む（たおれてのちや
む：死ぬまで努力して屈しない。）の気概に富んだ馬
を育成する」ことが目的で、活きた兵器である軍馬
の理想的な姿でした10）（写真11）。

　しかし「雨降り鉄」と呼ばれ、不良馬場や障害競走
で広く使用されていた競走歯鉄は、昭和11年日本競
馬会発足とともに禁止されてしまいます。

参考文献
1） 松葉重雄. 1942. 優駿第2巻第3号. 競走馬の二十
年. 56-57. 日本競馬会, 東京.

2） 小沼福太郎. 1930. 護蹄第11巻9号. 本邦蹄鉄術の
中興期. 7-13. 蹄学研究会, 東京.

3） 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. －ビュースト氏とミューラー氏
に就て－. 2- 3. 蹄学研究会, 東京.

4） 黒川三治郎. 1932. 第六回騎手講習会記事. （九）
護蹄及競走用蹄鉄に就て. 67-80. 帝国競馬協会, 
東京.

5） 騎手教程（草案）. 1933. 第二款. 装鉄.第一 調教
用蹄鉄. 第二 競走用蹄鉄. 其一 構造の概要. 其二 
装着上の注意. 384-389. 帝国競馬協会, 東京.

6） 黒川三治郎. 1938. ひごろ知らねばならぬ護蹄と
装蹄 附競走馬の装蹄法. 七 各種競走及競技用蹄
鉄. 110-127. 帝国馬匹協会, 東京.

7） 競馬ファン第9巻第3号. 1934. 中山競馬場の新設
障碍馬場. 52-55. 黎明社, 東京.

8） 競馬ファン第9巻第12号. 1934. 今秋中山で行わ
れる大障碍特別競走. 46-47. 黎明社, 東京.

9） 競馬ファン第10巻第1号. 1935. 中山大障碍競走
の覇者キンテン号. 特選グラビア. 黎明社, 東京.

10） 近代競馬の軌跡. 1988. 第一章. 競馬倶楽部の統
合整理とその終焉. 5競馬倶楽部の繁栄. （2）競馬
番組の充実. 中山大障害の創設. 56-57. 日本中央
競馬会, 東京.

（写真11）軍馬の障害飛越

（馬利用の状況. 昭和11年帝国馬匹協会
発行より引用。JRA提供）
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多くの参加者にとって刺激になったものと思う。
　次回のICEEPに関しては、2018年にオーストラリ
アで開かれることが国際委員会で決定された。第10
回目の開催となるが、第1回を立ち上げたSnow博士
もこれほど長く続くとは思っていなかったのかもし
れない。

学会開催地チェスターについて
　ロンドンの北西約300kmにあるチェスターはロー
マ時代に開かれ、2000年近い歴史をもつ街で、街の
中心を取り囲むように建設された城壁はイギリス
の歴史的建造物として保存されている。主要道路
には、ビクトリア時代に建設された建物が建ち並
び、趣のある街並を作り出している（図2）。街の西
側には、イングランドで最も古いチェスター競馬場
があり（1539年に最初のレースが開催されたといわ
れている）、Epsom Derbyのトライアルレースであ
るChester Vase （G3）が5月に開催されている（図3）。
2013年にはRuler of the Worldがこのレースをステッ
プにEpsom Derbyを優勝している。

図1　左；ICEEP 9のポスター（JRAは協賛団体
の一つである）、右；国際委員を務める平賀
支所長とSnow博士。

海 外 報 告

第10回 ICEEPに参加して

競走馬総合研究所　運動科学研究室　向井和隆・大村　一・高橋敏之

ICEEPとは
　ICEEPは馬の運動生理学について研究を行って
いる研究者を一堂に集めて意見交換および交流、協
力を行うことを目的として、1982年9月にイギリ
ス・オックスフォードにおいて最初の大会が開か
れ、以来4年ごとにアメリカ合衆国（カリフォルニ
ア；1986）、スウェーデン（1990）、オーストラリ
ア（1994）、日本（1998）、アメリカ合衆国（ケンタッ
キー；2002）、フランス（2006）、南アフリカ（2010）
において開催されてきた。このICEEPを開催する国
際委員会は各国の研究者（日本からは平賀敦　栃木
支所長）で構成されており、応用運動生理学、遺伝
学、筋肉生理学＆生化学、栄養学、呼吸循環生理学、
バイオメカニクスなどについての演題が世界中から
寄せられ、2名以上の審査員による審査の後、発表
が受理される。今大会は289名の参加者、135題の発
表演題、8名のキーノートスピーカーによる講演が
あった。JRAは、1998年に宇都宮で開催された第5
回ICEEPを主催し、今大会も協賛している（図1）こ
とに加え、毎回数演題のレベルの高い発表を行って
いることから、ICEEP出席者からの認知度は高い。
　今回のICEEPの参加者の間で話題となっていたの
は、ICEEP設立の提唱者であるDavid Snow博士が
地元開催ということもあって、久しぶりに参加して
いたことであった。馬の筋肉研究に最初に取り組ん
だ研究者の一人であるだけでなく、呼吸循環機能か
ら栄養の研究まで広い分野をカバーした研究者であ
り、馬の運動生理学発展に対する貢献は計り知れな
いものがある。Snow博士は、競走馬総合研究所や
北海道における講演のために数回来日している親日
家でもある。70歳はゆうに超えていると思われるが、
精力的に質問する姿を目にすることができたことは、
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　以下に数多くの演題の中で、特に興味を持った演
題の要旨を紹介する。

The genetics of equine performance
ウマのパフォーマンスの遺伝
Hill E.
University College Dublin, Belfi eld, Dublin, Ireland

　2007年にウマの全ゲノムが解析され、それ以降そ
のゲノム情報を利用して、ウマの競走能力に影響
を与える様々な遺伝子を探し出そうとする試みが
続けられている。ヒトではすでに200を越える遺伝
子が発見されており、ウマの世界においても今回の
演者が設立したEquinome社（http://www.equinome.
com/）をはじめとして、いくつかの民間会社が存在
している。ウマで知られている最も有名な遺伝子は
演者らが2010年に発見した距離適性に影響を与える
スピード遺伝子（正確には一塩基多型と呼ばれる変
異）である。この遺伝子型のうち、C/C型は短距離、
C/T型は中距離、T/T型は長距離の競走に適してい

ることが報告されている。母集団の異なる日本の競
走馬を用いた研究（Tozaki et al, 2012; 競走馬理化学
研究所の戸崎ら）においても、同様の結果が得られ
たことは興味深い。
　この遺伝子はミオスタチンと呼ばれる筋肥大を抑
制するタンパク質の調節に関わっていると考えられ
ている。そのことから、牡の2歳馬において、C/C
型はT/T型に比べ、骨格筋量の指標である体重/体
高が7%多く（Tozaki et al, 2011）、速筋が9.5%多いこ
とが分かった。また、T/T型はC/C型に比べて、初
勝利を挙げるのが平均7ヶ月遅いことや2歳時の獲
得賞金額が少ないことも知られている。しかし、こ
れらは2歳時にあまり長距離のレースが組まれてい
ないという番組編成の影響を受けている。3歳以降
にはクラシックディスタンスに重要なレースが多く
存在していることもあり、生涯獲得賞金額では遺伝
子型の差はない。その一方で、優れた競走能力に関
わる遺伝子も複数発見されているらしいが、民間会
社の特許の関係から公表されていない。その他のパ
フォーマンスに関連する遺伝子としては、歩法に関
わる遺伝子、体高に関わる遺伝子、喉頭片麻痺のリ
スクに関わる遺伝子、骨折のリスクに関わる遺伝子
などが報告されている。
　今年の皐月賞馬であるイスラボニータは父がフジ
キセキであり、ダービーでは距離不安がささやかれ
ていたが、スピード遺伝子がC/T型であることから、
ダービーの距離は守備範囲だという新聞報道がなさ
れていたことが記憶に新しい。これらの遺伝情報の
利用方法については、議論の分かれるところでは
あるが、遺伝子検査を実施して、その遺伝的背景に
沿ったトレーニング方法やレースを選択して、個々
の馬がもつパフォーマンスを最大限に引き出すこと
は、人馬双方にとってメリットがあると考えられる。
さらには、ブリーディングを行っている牧場が繁殖
牝馬の遺伝情報を元に配合種牡馬を選択することに
よって、より効率的に育種を行っていくことが可能
になった例も紹介されていた。また、この講演では
競理研の戸崎らの報告が複数引用されており、これ
らの研究は競走馬総合研究所や日高育成牧場との共
同研究の成果である。このことからも、JRAや競走
馬理化学研究所の研究が世界トップクラスにあるこ
とがうかがえる。

図2　ビクトリア時代の建物が建ち並ぶチェス
ターの中心地

図3　チェスター競馬場
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Effect of training on PPARGC1A and FNDC5 
gene expression in Thoroughbred horses
サラブレッドのPPARGC1AおよびFNDC5遺伝子発
現に対するトレーニングの効果
McGivney B, Herdan C, Gough K, Katz L, Hill E.
University College Dublin, Belfi eld, Dublin, Ireland

　PGC-1αおよびイリシンはPPARGC1Aおよび
FNDC5という遺伝子にコードされており、運動が
もたらすポジティヴな効果を伝達する上で重要な役
割を果たしている。PPARGC1A遺伝子の発現は運
動によって誘発され、FNDC5発現をアップレギュ
レートすることが示されている。一般人に比べて、
若い男性アスリートはFNDC5レベルが高いことが
知られている。また、FNDC5遺伝子は、筋肥大を
抑制するミオスタチンという成長因子によって調節
されていることも報告されている。ウマにおいては、
ミオスタチンの変異（g.66493737C>T）が遺伝子の発
現やレース距離適性に影響を与えることが知られて
いる。CC遺伝子をもつサラブレッドはTT遺伝子の
ウマに比べ、ミオスタチンmRNAレベルが有意に
高いことが分かっている。この研究の目的は、運動
に対する骨格筋のPPARGC1AおよびFNDC5の反応
を調べることと、それらの反応とミオスタチン遺伝
子タイプとの関連を調べることである。
　27頭のトレーニング前の1歳馬と、その10ヶ月後
のトレーニング中の2歳馬から安静時の中殿筋サン
プルをバイオプシーで採取した。骨格筋の遺伝子
発現をリアルタイムRT-PCRを用いて測定した。ト
レ ー ニ ン グ 後、PPARGC1Aは1.8倍 に、FNDC5
は1.7倍に増加した（p<0.05）。トレーニング後の
PPARGC1AとFNDC5の発現の間には有意な正の相
関が認められたが（p<0.05）、PPARGC1Aもしくは
FNDC5遺伝子発現とミオスタチンの遺伝子タイプ
には関連がなかった。
　これらの結果から、サラブレッドの骨格筋におい
て、ミトコンドリアの増殖や褐色脂肪の代謝に強く
関わっているPGC-1αとイリシンは協調して働いて
いることが示唆され、その働きはミオスタチンの遺
伝子タイプとは独立していることが分かった。
　イリシンは2012年に新しく発見されたホルモンで、
白色脂肪細胞に働きかけ、脂肪燃焼を促進させるこ

とが知られている。その結果、運動量や食事量を変
えることなく、基礎代謝量が増えることから、ヒト
のメタボリックシンドロームや糖尿病の予防に効果
的であると考えられている。アスリートである競走
馬はメタボリックシンドロームの心配をする必要は
ないが、総研と東京大学との共同研究によって、ト
レーニングをすると、サラブレッドの体は脂肪をよ
り多く代謝するようにシフトすることが示唆されて
いる（Kitaoka et al, 2012）。我々の成果や今回の発表
内容から、ウマのトレーニング適応を評価する指標
の１つとして、イリシンに注目していきたいと思う。

Eff ect of non-structural carbohydrate, fat and fi ber 
intake on glycogen repletion following intense 
exercise
強運動後のグリコーゲン再合成に対する非構造性炭
水化物、脂肪、繊維の影響
Mesquita VS1, Pagan JD2, Valberg SJ3, Waldridge 
BM2, Whitehouse C2.
1Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, San 
Paulo, Brazil
2Kentucky Equine Research, Versailles, KY, 
United States
3University of Minnesota, Saint Paul, MN, United 
States

　筋グリコーゲンは馬が強運動を行う際に制限要因
になる可能性のある基質である。低デンプン高脂肪
の配合飼料がパフォーマンスホースの間で人気だが、
そのような配合飼料が筋グリコーゲン利用や再合成
に及ぼす影響は不明である。そこで、6頭のサラブ
レッドを用いて、強運動後のグリコーゲン再合成に
対する非構造性炭水化物（でんぷん）、脂肪、繊維摂
取の影響を調べた。カロリーおよび窒素量を同等
にした飼料で高（HS）、中（MS）、低（LS）炭水化物摂
取をさせた。一日あたり牧草は体重の1.25%、配合
飼料は1.0%与えた。全可消化エネルギーのうち、炭
水化物の割合はそれぞれ45%、36%、18%、脂肪の
割合は11%、15%、23%で、繊維の割合は30%、33%、
45%だった。給餌期間はそれぞれの飼料とも1ヶ月
間で、そのうち3週間はトレッドミルでトレーニン
グをした後、3日間にわたり複数回の強運動を組み
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合わせたグリコーゲン枯渇運動を行った。グリコー
ゲン枯渇運動の前、0、24、48および72時間後に筋
バイオプシーを実施した。3日間のグリコーゲン枯
渇運動の初日に漸増負荷試験を行った。漸増負荷試
験において、心拍数、血漿グルコース濃度、酸素摂
取量、二酸化炭素排出量、呼吸交換比は3群間で差
がなかったが、乳酸濃度はLSがHSやMSに比べて有
意に低かった。筋グリコーゲンの減少率はHS, MS, 
LS群でそれぞれ33%, 30%, 36%で差はなかったが、
運動72時間後の筋グリコーゲンの再合成はLSで有
意に低かった。低炭水化物飼料では、強運動後の筋
グリコーゲン再合成に必要な基質が足りていない可
能性がある。
　高炭水化物の給餌を行うと、疝痛、胃潰瘍、蹄葉
炎やすくみなどの罹患リスクが高まることや、馬の
気性がうるさくなることから、近年世界的に低炭水
化物＆高脂肪飼料が好まれている。一方、サラブ
レッドは、レースのような激しい運動中に筋グリ
コーゲンから多くのエネルギーを獲得しており、ヒ
トやネズミなどの他の動物に比べて、筋グリコーゲ
ン量は多いが、筋グリコーゲンの再合成速度は1/3
程度しかないことが知られている。そのことから、
レースを迎えるにあたっては適切な栄養補給を行っ
て、速やかに筋グリコーゲンを回復させることが重
要である。この発表は競走馬のパフォーマンスを考
える上で、低炭水化物飼料給与のデメリットを示し
たデータであり、たいへん興味深い。疾患リスクと
パフォーマンスに与える影響のバランスを考慮して、
飼料を選択する必要があるだろう。

The balance between recovery and adaptaion ‒ 
does nutrient timing hold the key
回復と適応のバランス－栄養摂取のタイミングが鍵
Close G.
Liverpool John Moores University

　演者はイギリスのスポーツ栄養学と運動生理学の
研究者であり、以前よりプロフェッショナルラグ
ビー、サイクリング、オリンピックスキー選手やス
ノーボード選手をサポートしており、去年からは
UAEのシェイク・マンスールとの協力でイギリス
のプロフェッショナルジョッキーのフィットネス評

価や栄養管理のアドバイザーを行っている。
　筋グリコーゲンが枯渇するような運動をした後は、
なるべく速くグリコーゲンの再合成をするべきだと一
般的には考えられている。しかし、最近の報告では
トレーニング効果や有酸素能力を改善するためには、
筋グリコーゲンが枯渇している状態で運動をする方
が効果的であることが分かっている。また、筋グリ
コーゲンが枯渇していても、ブドウ糖を投与すると
有酸素能力の増加が妨げられるという報告もある。
　一般的に運動をすると、普段より多くの酸素を取
り込むため、ミトコンドリアで多くの活性酸素が発
生する。その活性酸素はDNAや細胞にダメージを
与えるため、抗酸化物質を投与することを推奨する
サプリメント会社が数多くある。しかし、ビタミン
CやEのような抗酸化物質は、運動によって起こる
パフォーマンスや最大酸素摂取量の改善などのト
レーニング適応を妨げることが近年報告されている。
これらのことから過剰な活性酸素は筋肉を含む様々
な細胞のダメージを引き起こすが、適度な活性酸素
の発生は運動に対する生体の適応には必要であるこ
とが分かる。
　生体の筋肉量は、タンパク質合成とタンパク質分
解のバランスで決まる。このうちのタンパク質合成
を変化させることができるのは、タンパク質摂取で
ある。特にロイシンというアミノ酸は、単に栄養素
の一つというだけではなく、タンパク質合成のカス
ケードの中で重要な役割を果たしている。また、タ
ンパク質合成は食事のたびに増幅するので、食事の
回数を増やすことはメリットがある。
　筋グリコーゲンが枯渇した状態でのトレーニング
が有酸素能力の向上に効果的であるとか、活性酸
素を抑える抗酸化物質の投与によって、いわゆるト
レーニング効果がキャンセルされてしまうという報
告はインパクトがある。これらのデータは、基本的
には生体により大きい運動刺激を加えることができ
れば、より大きい運動適応を生むことができること
を示唆している。しかし、あまりに大きすぎる運動
刺激は、生体に過剰な障害や疲労を引き起こしてし
まうため、生体の回復とのバランスを慎重に判断す
る必要がある。その辺りの“バランス”を科学的な数
値で示すことができると、スポーツ現場において
も非常に有用なデータになることは間違いないが、
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個々の人や馬の体力、回復力にはトレーニング状態
の違いや個体差も大きく、優れたトレーナーの感覚
に頼らざるを得ない領域なのかもしれない。

（向井和隆）

Eff ects of amount of intensive training on VLa4 in 
3-year old standardbred horses
3歳のスタンダードブレッドにおける強トレーニン
グの距離がパフォーマンスにおよぼす影響
Ringmark S. ら（スウェーデン大学）

　若馬において、長期間の異なる運動量におけるト
レーニングを行った際のパフォーマンスへの影響に
ついては、あまり報告されていない。そこで、乳
酸値が４mmol/Lの時の走速度（VLa4）を指標として、
2歳から3歳にかけての異なるトレーニングプログラ
ムがパフォーマンスに与える影響について調査した。
　実験は14頭のスタンダードブレッドを用いた。供
試馬は血統や中殿筋の筋線維の比率（タイプⅡa/Ⅱ
b比、いずれの群も平均1.34）が同じとなるように2
つのグループに分けた。2歳の3月からトレーニン
グを行い、一つのグループは通常のトレーニング
（コントロール群）を、もう一つのグループは通常ト
レーニングの距離を30%減少させたもの（リデュー
ス群）とした。トレーニングは週に2回行われた。
14ヶ月のトレーニング後、VLa4の測定が行われた。
VLa4は1000mコースを4走し、それぞれ１走あたり
のタイムは3秒/1000mずつ上げて、1走ごとに乳酸
値測定のための採血を行った。正確なスピードは
GPSを用いて測定した。得られた、スピードと乳酸
値から各群のVLa4を計算した。統計解析は分散分
析を用いた。
　14ヶ月のトレーニング後のVLa4はコントロール
群が10.6±0.1 m/s、リデュース群が10.8±0.1m/sで
あり、両群に有意な差は認められなかった。以上の
ことから、3歳までの若馬においてトレーニング距
離を30%程度短くしてもパフォーマンスに影響を与
えない可能性が示唆された。
　本研究は、繫駕競走で用いられるスタンダードブ
レッドを用いたものであり、有酸素運動能がそのパ
フォーマンスに大きく影響されると考えられる。そ
のため、調査指標もVLa4が用いられている。この

ような場合においても、馬のパフォーマンスは、運
動距離の違いによってほとんど変化しないことが非
常に興味深い。パフォーマンス向上のための運動距
離と強度については、まだまだ解決しなければなら
ない問題が多いと思われた。

Pre-race administration of furosemide induces 
a linear dose-dependent increase in plasma total 
CO2 concentration in thoroughbred racehorses
A. Demaree, L. Couetil AND P. Constable
サラブレッド競走馬における競走前のフロセミドの
投与は投与量に応じて血漿中の総二酸化炭素を増加
させる
Demareeら（Indiana Horse Racing Commission, 
Indianapolis, IN　アメリカ）

　フロセミドは運動性肺出血の予防療法のために北
アメリカで広く投与されている。一方、血漿中の総
二酸化炭素は臨床的にレース前のアルカリ化剤の投
与を含む酸塩基平衡異常の指標として使われている。
アメリカのいくつかの競馬団体は、フロセミド投与
が血漿中の総二酸化炭素の増加と代謝性アルカロー
シスの原因になると考えている。この研究の目的は、
サラブレッド競走馬のレース前のフロセミド投与量
と血漿中の総二酸化炭素の関係を明らかにすること
である。
　3から4時間前に150または 500 mgのフロセミドを
投与された217頭のサラブレッドと何も投与されな
かった9頭のサラブレッドから3 mlの静脈血が採材
された。血漿中の総二酸化炭素はラジオメーター社
のABL700を用いて測定された。その結果、血漿中
の総二酸化炭素と投与されたフロセミドの量に正の
相関が認められた。また、性別によっても、補正が
必要であることが明らかとなった。
　これらのことから、フロセミドと、たとえばミル
クシェイクのような血液のアルカリ化剤を同時に投
与するような場合においては、血漿中の総二酸化炭
素が閾値レベルまで十分押し上げられる可能性があ
り、十分注意を払わなければならない。

Furosemide administration affects mineral 
excretion in exercised thoroughbreds
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J. Pagan, B. Waldridge, C. Whitehouse, S. Fuchs 
AND M. Goff 
フロセミド投与は運動したサラブレッドにおけるミ
ネラル排泄に影響する
Pagan Jら（Kentucky Equine Research, Versailles, 
Kentucky, アメリカ）

　北アメリカでは運動性肺出血の予防と重症度を減
少させるためにフロセミドの投与が広く行われてい
る。しかし、フロセミド投与後のミネラル分の排泄
量とその時間については明らかにされていない。
　6頭のサラブレッド種（6.8±1.2歳；体重585±19 
kg）を用いて、フロセミドの投与と運動負荷試験後
のミネラルの排泄について検討した。運動負荷試験
は3%の傾斜のトレッドミル上で行い、尿と糞便は
運動負荷試験、1日前、1日後、2日後、3日後に採取
された。フロセミド（0.5mg/kg）の投与は運度負荷
試験4時間前に行われ、投与群（F群）と何も投与し
ないコントロール群とに分けられた。F群はさらに
塩を日量60ｇ与える群と、カリウム（14ｇ）カルシウ
ム（10ｇ）マグネシウム（10ｇ）などの電解質をさらに
追加する群に分けられた（FE群）。
　結果は尿中のカルシウム、リン、ナトリウム、塩
素はフロセミドを投与したF群とFE群においてコ
ントロール群よりも有意に増加した。また、F群で
は運動負荷試験72時間後のカルシウム塩素バランス
が、FE群ではマグネシウム塩素バランスが減少し
ていた。加えて、F群ではリン、マグネシウムの吸
収が減少し、FE群、F群の両方でナトリウムの吸収
が増加していた。
　単回のフロセミドの投与が馬のカルシウムのバラ
ンスに悪影響を与えていることが明らかとなった。
今後、ミネラルバランスや馬の健康へのフロセミド
の長期的な影響についても、検討が必要と思われた。
　上記の2題は何れも競馬の際にフロセミドを投与
可能なアメリカからの演題である。同時にアメリカ
では血漿中の総二酸化炭素に閾値をもうけてアルカ
リ化剤の投与も認めている。しかし、この閾値に対
してもフロセミドは影響すること、アルカリ化剤が
馬のミネラル出納に大きく影響するとの研究であっ
た。このように、アメリカの研究者から薬物投与の
悪い側面が発表されたことは興味深い。

Investigation of mstn genotype association with 
vo2peak in untrained yearlings
E. Hill, B. McGivney, C. Herdan, K. Gough AND L. 
Katz
ミオスタチンの遺伝型とトレーニング前の１歳馬の
酸素摂取量との関係
Hillら（ダブリン大学、アイルランド）

　ほ乳類においてMSTN遺伝子にコードされるミオ
スタチンは筋の発達を抑制する働きがあることが知
られている。サラブレッドにおいてはMSTN遺伝子
g66493737C/Tの1塩基変異は個々の馬ごとのレース
における距離適性と相関があることが示されてい
る。C/C型は短距離型（1000 ～ 1600ｍ）、C/T型は
中距離型（1400 ～ 2400ｍ）、T/T型は長距離型（2000
ｍ以上）として、その距離適性が示されている。ま
た、MSTN遺伝子のこの変異は、MSTN遺伝子の
メッセンジャーRNAの発現量や早熟傾向（初勝利ま
での月齢）、筋の発達、2歳時における獲得賞金、走
路での走速度、筋肉の筋線維タイプなどに影響を与
えるとされている。一方、最大酸素摂取量は有酸素
運動能力の指標としてはもっと信頼できるものであ
る。そこで、われわれは最大酸素摂取量とMSTN遺
伝子の変異のタイプには、相関があるものと仮説を
立て、トレーニング前の１歳馬を用いて、その最大
酸素摂取量とMSTN遺伝子の変異のタイプについて
の関係を調査した。
　42頭のトレーニング前のサラブレッド１歳馬（平
均19±1.4月齢）が用いられた。酸素摂取量は軽量型
マスクを用い、すべての測定機器は鞍に設置した。
すべての馬はリードホースの元に追い運動を行い、
酸素摂取量、心拍数、最高走速度を測定した。それ
ぞれの馬のMSTNの遺伝子型は常法により血液から
分離したDNAから決定した。
　トレーニング前の1歳馬におけるMSTN遺伝子型
と最大酸素摂取量の間には、相関関係は認められな
かった。しかし、T/T型の頭数が少なく、さらなる
頭数を集めて検討する必要があるものと考えられた。
　MSTNの遺伝子型と最大酸素摂取量の関係、特に、
トレーニング前の1歳馬において調査された点が非
常に興味深い。今回の結果はMSTN遺伝子型がどん
なタイプであろうと、トレーニングを行わなければ
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その酸素摂取量はどれも同じで、距離適性などが出
てくるのは十分にトレーニングされたのちであるこ
とが明らかとなった。このことは、遺伝子型のみが
その距離適性を決定する因子ではなく、トレーニン
グも重要な要素であることを示している。これらの
点を考慮してサラブレッドのトレーニングに関わる
必要があると思われる。

（大村　一）

A Single nucleotide polymorphism (BIEC2-808543) 
on  ECA3 i s  assoc ia ted  wi th  recurrent 
laryngeal neuropathy independent of height in 
Thoroughbred horses
サラブレッドにおいて、ECA3における一塩基多型 
(BIEC2-808543) は、体高と無関係に反回神経障害と
関連する
Herdan C, McGivney B, Grough K, Hill E, Karz L
University College Dublin, Belfi eld, Dublin, Ireland

　序文
　反回神経障害は、サラブレッドにおいて体高に関
連すると考えられている。LCORL/NCAPG遺伝子
に近い一塩基多型SNP(BIEC2-808543)は、ウマにお
ける体高の変動に有意に影響する。このSNPのCア
レルが反回神経障害の危険性と関連することが示唆
されている。我々の目的は、サラブレッド集団にお
ける、BIEC2-808543のCアレルと反回神経障害およ
び体高との関係を調査することである。
　方法
　安静時および運動時上部気道内視鏡ビデオ、喉
頭超音波検査、キ甲の高さ、年齢および性別を79
頭のサラブレッド（月齢　34±11月）において記録
した。反回神経障害の症例（運動時にグレードBま
たはC）と対照（安静時グレード1.1または2.1、運動
時グレードA、超音波により喉頭正常）の評価には
Havemeyer grading scaleを使用した。すべてのウ
マは、特別仕様のTaqMan　SNP遺伝型分析システ
ムを用いてBIEC2-808543のSNPにより遺伝子型を決
定した。ロジスティック解析により、性別、年齢お
よび高さを共変量としてアレル量の加算的な効果
を測定した。ウマは、Cアレル頻度を決定するため
に高い（162cm以上）グループと低い（162cm未満）グ

ループに分類し、データは平均±標準偏差で示した。
　結果
　反回神経障害の症例馬は16頭（高さ164.5±4cm）、
対照馬は32頭（高さ156.2±4cm）であった。性別およ
び年齢を共変量とすると、Cアレルと反回神経障害
症例馬との間に有意な関係が認められた。高さを共
変量に含めると、Cアレルと反回神経障害症例馬と
の間に強い傾向（p=0.06）が認められた。Cアレルの
頻度は、背の高い反回神経障害症例グループ（n=12, 
高さ166.2±3cm）では41.7%、背の低い反回神経障害
症例グループ（n=4, 高さ159.5±2cm）では12.5%、背
の高い対照グループ（n=16, 高さ165.1±2cm）では
13%、背の低い対照グループ（n=16, 高さ156.2±
4cm）では14%であった。
　結論
　BIEC2-808543のCアレルと反回神経障害との関係
は、背の高さと無関係であった。

　これまでの研究では、BIEC2-808543のCアレルと
背の高さは関連しており、背が高いことが反回神経
障害と関係していると考えられていたが、調査頭数
を増やした今回の研究により、BIEC2-808543のCア
レルと背の高さは、それぞれ別々に（独立して）反回
神経障害と関係していることが明らかになった。

What do riders want from an arena surface?
騎乗者は、競技場の馬場に何を求めるのか
1Holt D, 2Northrop A, 1Martin J, 1Daggett A, 
3Hobbs S
1Myerscough College, Preston, United Kingdom; 
2Anglia Ruskin University, Cambridge, United 
Kingdom; 3University of Central Lancashire, 
Preston, United Kingdom.

　序文
　騎乗者の好みは、競技場の馬場を決定する大きな
要素である。2011年のオリンピックテストイベント
で使用された馬場に対する、競技参加者の否定的な
反応は、2012年に開催されるオリンピック馬場競技
に使用される馬場の構成を変更するのに十分であっ
た。この研究の目的は、トレーニングや競技開催地
において騎乗者に最も好まれる馬場特性を定量化す



（298） 馬の科学　vol.51（4）2014

State

　序文
　競馬場の馬場の種類はウマの事故率、肢の動きお
よび床反力に影響することが示されている。蹄－馬
場間の相互作用を理解することで、筋骨格損傷の発
生率を減少させる馬場設計が行われる可能性がある。
蹄加速度は、異なる馬場において速歩で記録されて
いた。この研究では、これらの分析を競走中の襲歩
に拡張し、馬場特性を測定した。
　方法
　襲歩中（10-16 m/s、 サラブレッド競走馬5頭）の左
前肢蹄の加速度（3軸±500g, 1,000Hz）をダートおよ
び既知のせん断強度である合成素材馬場において記
録した。加速度ベクトルにはフィルターを適応し
た（5次Butterworth、スタンス期85Hz、スイング期
30Hz）。ピーク加速度およびスタンス時間は、馬場、
手前肢、ストライド頻度および交互作用を固定効果
とし、ウマを変量効果とした混合モデル共分散分析
により比較した。
　結果
　ピーク背掌側加速は、合成素材馬場に着地した
ときに40%大きかった(P=0.06)。Grab phase（着地
が安定するまでの時間）は、合成素材馬場におい
て32%短く、背掌側の力積/質量は34%少なかった
（P<0.01）。以前に報告されていた合成素材馬場の
破壊せん断応力は、ダート馬場に比較して20%大き
かった（正常応力は>400kN/m2、速歩中の競走馬と
同様）。
　結論
　背掌側の蹄加速度は合成素材馬場において大きく、
せん断力も大きかった。ダートに比較して合成素材
馬場において加速度が大きいということは、オール
ウェザーワックス馬場および粉砕砂馬場における速
歩の結果と反対であった。この矛盾は、ウマの歩法
の相違および馬場の大きな変動性による可能性があ
る。このように、馬場の振る舞いを測定することは
肢のバイオメカニクスおよび怪我の傾向に対する馬
場設計および維持管理の効果を理解するために重要
である。

　この研究が行われたカリフォルニアでは、ダート

ることである。
　方法
　北部イングランドにおいて、好みの馬場特性を騎
乗者に質問した。2つの最も一般的な馬場（両方とも
よく知られたワックス、砂および繊維）にハローをか
け、数ヶ所で測定した。2つの馬場の機能特性を比
較するために、Oronoバイオメカニカル馬場テスター
および牽引装置を使用した。馬場を選んだ回答者の
理由は、ピーク荷重、リバウンド時間および牽引力
を含む馬場特性と関連していた。馬場間の相違を検
出するにはマンホイットニーのUテストを用いた。
　結果
　馬場が深すぎない、滑りすぎない、しっかりとし
たサポートと弾性とクッションがあるという理由
で好みの馬場が選ばれた。最も好きな馬場では、2
番目に好きな馬場と比較して、ピーク荷重（18.99kN 
vs. 17.29kN, P=0.0021）お よ び 牽 引 力（20Nm vs. 
19Nm, P=0.0004）が有意に高かった。
　結論
　これらの特性は、ウマにマイナスの影響を与える
可能性があるが、高いピーク荷重は、良好なサポー
トと関係し、高い牽引力は滑らないと感じることに関
係するかもしれない。これらの結果は、騎乗者の好
みを定量化できる可能性があることを示唆している。

　要旨には記載されていなかったが、ポスターでは
リバウンドのタイミングは遅いほうが好まれていた。
要旨で述べられているピーク荷重が高いことがウマ
に悪影響を与えるという考え方は、実際に証明され
ることは少ないが、全世界的に見られる考え方であ
る。同様の考えが、走行速度が平地競走に比べて遅
い馬場馬術においても見られることに驚いた。これ
からも、馬場の硬さや蹄にかかる力と怪我との関係
について実際のデータを広め、少しでも正しい認識
となるようにして行きたい。

Breezing Thoroughbred hoof accelerations on dirt 
and synthetic surface
ダートおよび合成素材馬場における追い切り中のサ
ラブレッドの蹄加速度
Symons J, Garcia T, Soohoo E, Stover S
University of California Davis, Davis, CA, United 
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と比較して合成素材馬場では、重症の筋骨格損傷の
発生率が低いことが報告されている。そのため、馬
場の硬さを示すピーク背掌側加速が合成素材馬場に
おいて高いことは、怪我の発症率に関係しないと考
えられる。発表者に質問したところ、水平方向のグ
リップ力が適切であることが怪我の発生に関係する
との回答があり、我々と同じ考えであることが分
かった。

The eff ect of two diff erent bits on tensile forces in 
side reins
サイドレーンの張力に対する2種類のハミの影響
Potz I, Pospisil K, Peham C
University of Veterinary Medicine of Vienna, 
Vienna, Austria

　序文
　ウマの口に対するハミの影響は動物福祉の中で議
論の元である。この研究の目的は、運動中のウマに
使用されるサイドレーンの張力に対する2種類のハ
ミの影響を決定することである。
　方法
　10頭のオランダ温血種（雌2頭、セン馬8頭、平均
年齢12.4±5.3歳）を用いて、トレッドミル上の常歩
および速歩において評価した。サイドレーンは、ウ
マの頭の位置を鼻がほとんど垂直となるようにす
るために使用した。2種類のハミ、double jointed 
snaffl  e (bit 1)およびmullen mouth snaffl  e (bit 2)を使
用した。手綱の張力は、力感受性抵抗（27g、サン
プル周波数120Hz、Interlink Electronics corp.）によ
り測定され、動作解析システム（10カメラ、120 Hz、
Motion Analysis corp.）と同期した。力センサーは、
1kg(=9.81N)および4kg(=39.24N)の錘により較正した。
統計学的分析は、SPSSを用いて実施した。データ
の正規性はKolmogorov-Smirnov testにより確認し、
反復測定分散分析(P<0.05)により解析した。
　結果
　最大張力はハミの種類により有意に異なった。常
歩時の最大張力は、bit 1では16±1.9N、bit 2では
15.7±1.9Nであった。速歩では、常歩と比較して張
力が有意に低下した（12.7±2.0N bit 1; 10.4±1.8N bit 
2）。左と右の手綱の張力は有意に異ならなかった。

　結論
　ハミの種類は、サイドレーンの張力に影響を与え、
そのためウマの口に及ぼす力にも影響を与えた。

　この発表のように騎乗中に手綱にかかる力を測定
することは、技術的には可能であるが、力の大小が
ハミの性能や騎乗技術の良し悪しを直接表すもので
ないことが問題点である。しかし、手綱にかかる力
の大きさやタイミングなどと騎乗者へのアンケート
との関係や、初心者と熟練者との相違を明らかにす
れば、技術の向上や指導に役立つ情報となる可能性
がある。

Comparison of the loading of leading and trailing 
forelimbs in horses at landing
着地時の手前および反手前前肢における荷重の比較
Crevier-Denoix N, Camus M, Falala S, Martino J, 
Pauchard M, Ravary-Plumioen B, Desquilbet L, 
Denoix JM, Chateau H, Pourcelot P
BPLC unit, École Nationale Vétérinaire d'Alfort, 
Maisons-Alfort, France 

　序文
　この研究の目的は、動的力測定蹄鉄（DHS; 
dynamometric horseshoe）を用いて、競技用馬場に
おける飛越着地時の手前および反手前前肢の床反力
およびその力積の前後方向および垂直方向成分を比
較することである。
　方法
　3頭のウマの両前肢にDHSを装着した。動作解
析（1000Hz）は右前肢着地時にDHSの記録と同期し
た。回廊状の砂馬場において、それぞれのウマは
1.2m（ウマ1）または1.1m（ウマ2、3）の障害を両方
の手前で飛越した。37ストライドの手前および反手
前のデータについて解析した。蹄座標におけるピー
ク荷重および力積に加えて、真の制動および推進期
を決定するために右前肢の力は馬場座標に投射し
た。手前および反手前前肢における相違は、それぞ
れのウマにおける反復測定の関係を調整するために
一般推定式を用いて直線回帰モデルにより推定した
（P<0.0005）。
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　結果
　最大垂直荷重および荷重率は、それぞれ1.2およ
び1.4倍反手前肢で高かった。真の制動期前後方向
力積は21倍、真の制動期垂直方向力積は8倍手前前
肢において高く、真の推進期前後方向力積は4倍、
真の推進期垂直方向力積は2倍反手前前肢において
高かった。
　結論
　最大垂直方向荷重が低いにもかかわらず、手前前
肢は制動（荷重吸収）期において大きな役割を演じて
いた。一方、反手前前肢は主に推進に関係していた。
したがって、解剖学的構造への荷重は両前肢におい
て異なり、影響される構造に関連して着地時に好む

手前の解釈についての洞察を提供する。

　今回の結果は、障害飛越着地時の結果であるが、
競走中においても手前および反手前前肢では、ある
程度同じような役割分担が存在すると考えられる。
このように蹄にかかる力の方向と大きさ、タイミン
グについて理解を深め、馬場によるクッション性や
グリップ力の相違、様々な損傷の発生機序について
研究を進めれば、将来的には各種競技に適した、怪
我の発症を最小化する馬場や蹄鉄が開発できるかも
しれない。

（高橋敏之）
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Equine Medicine Courseに参加して

海 外 報 告

和久野愛1）・光田健太1）・大村昂也2）・溝部文彬2）・飯森麻衣2）・黒田泰輔3）・東樹宏太4）・前田益久5）

　平成25年11月19日から21日まで、香港において開
催されたEquine Medicine Courseに参加しましたの
で、以下にその内容を紹介します。

１．概要
　香港ジョッキークラブでは、過去に2010年の
AOVET Course in Hong Kong 2010、2012年のAsian 
Equine Upper Airway Symposium、2013年のColic 
Symposiumとアジア地区における馬臨床獣医師の
知識・技術向上のためのセミナーを積極的に開催し
ている。これまでは外科分野が中心のセミナーが行
われていたが、今回は馬臨床現場における内科療法
に関するセミナーが開催された。講師には、オース
トラリア人のBen Sykes氏とAndrew van Eps氏を
招聘し、香港ジョッキークラブ獣医師も含めた講師
陣による講義形式により行われた。講義内容は、各
種内科疾患に関する疾病機序の他に、診断法や治療
方針を裏付ける研究データも加えて説明されていた
ため、より根拠に基づく治療法を学ぶことが出来た。
２．研修スケジュール
　場所はシャティン競馬場内の講義室で行われた。1日
目はGastro-intestinal Disease、2日目はAirway Diseases 
and Poor Performance、3日目はMusculoskeletal 
Diseaseのテーマ毎に分類され、各種の講義が行わ
れた。
３．講義内容
　以下に講義内容をまとめ、かつ本会診療所の治療

において有用と思われるものや特に印象に残った内
容について、それぞれ記述する。

消化器疾患馬における全身性炎症反応症候群につい
て
SIRSとは、全身性炎症反応症候群であり、以下の
特徴がある。
・高熱または低体温（39.2℃以上、37.2℃以下）
・頻脈（HR>120/min）
・呼吸速迫（RR>30、PaCO2＜32mmHg）
・白血球増加、白血球減少、好中球桿状核増加
（WBC12500以上または4000以下、桿状核10％以上）
・敗血症、敗血症性ショック、エンドトキセミアな
どにより引き起こされる。

エンドトキシン
・ウマにおいては、SIRSの最重要な原因物質
・ウマはエンドトキシンに最も感受性が高い動物種
　ショックの分類やその内容については教科書的な
内容のため省略するが、まず脱水および循環血液量
の減少の評価が重要であると強調していた。

輸液療法
　蘇生・脱水の改善・維持というステップを意識し
て治療することが重要である。この概念は本会でも
実践されているが、維持については静脈炎のリスク
が伴うため、早々に中止せざるを得ないケースが

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
3）競走馬総合研究所
4）馬事部
5）競馬学校
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多々あると感じた。講師陣の見解では、カテーテル
が血管内で動くことが静脈炎の要因となっているの
ではないかとのことであった。現在、本会で持続輸
液に用いているCVカテーテルは、皮膚と縫合する
ため抜けづらいというメリットはあるものの、長い
ゆえに血管内で動き内皮を傷つけている可能性があ
るため、長さの短い同様のカテーテルを探す必要が
ある。
　また、輸液量のプロトコールは以下の通りである。
下痢等で脱水が進行している状態：200ml/kg/day
その後の維持量：60ml/kg/day
かなりの投与量となることに驚いたが、とにかく輸
液することが生命維持には必要不可欠であるという
意味であるようだ。

エンドトキセミアの治療
ショックの続発症として起こる、エンドトキセミア
の治療についての意見が興味深かった。治療として、
ポリミキシンB、高免疫血清（血漿）、フルニキシン
メグルミン、pentoxifi lline、DMSO、ヘパリン、ア
スピリン等を推奨していた。このうち、TNFαの
合成阻害であり、末梢血管拡張薬、血小板凝集抑制
薬として用いられるpentoxifi lline（商品名：Trental
®）はエビデンスに基づいた新しい有用な薬として
紹介されていた。重篤な腸炎やショックのような症
例では対症療法になってしまうことが多いが、救命
率を上げるために是非導入を検討したい。

胃潰瘍について
　治療方法など、胃潰瘍に対する基本的な考えは日
本と変わらないように感じた。以下に講義の内容を
簡単に示す。
製剤の種類と投与量
　オメプラゾールは酸に弱いため、製剤の種類としては
2種類存在する。①リン酸緩衝液Gastrogard®、
Omogard®、Abgard®、 ② 腸 溶 性 顆 粒（ 錠 剤 ）
Gastrozol®であり、②の方が、生物利用能が高いこ
とが知られているが、効果の差はほとんどない。
　ESGUS（無線部胃潰瘍）を治すためには4mg/kg
が必要で、条件によっては（運動量・ストレスが少
ない環境下）減らすことができるとのこと。一方、
EGGUS（腺部胃潰瘍）は4mg/kgを投与しても約半

数しか効果は認められない。

投与のタイミング
　調教前と調教後の投与は治癒率に関しては統計学
的には有意差なし。しかし、調教前に投与した方が
改善率は上だったことから、投与するなら調教前の
方がいいのかもしれない。

抗生剤と併用投与
　有用性は認められない（トリメトプリム、ドキシ
サイクリン）。

胃粘膜保護剤
　スクラルファートは効果なし（ヒトではH2ブロッ
カーと同程度の効果あり）。また、最近の研究とし
てはApolectol®（ペクチン-レシチンの合剤）、2g生
菌酵母、20g水酸化マグネシウムを投与したところ
無線部胃潰瘍の治療また腺部胃潰瘍の悪化予防効果
が認められたとの報告がある。

　胃潰瘍に対する治療はオメプラゾールが中心に使
用されており、完治させるには減量せずに治療量
4mg/kgを投与すべきとの考えであった。オメプラ
ゾールの効果は22～ 24h継続するため、1日1回投与
で胃潰瘍のリスクとなる調教前の朝に投与するのが
ベストだと考えられる。また、無線部の胃潰瘍にも
注意を払う必要があると感じた。

消化器疾患における輸液療法について
　SIRSに対する治療方針は、一にFluids（輸液）、
二にFluids（輸液）、三にFlunixin（フルニキシン）、
四にFluids（輸液）、五にFragmin®（ダルテパリン：
血液凝固阻止剤）として5Fという言葉で表現してお
り、初期治療ではとにかく輸液が非常に重要である
と強調していた。

輸液
　血流量を改善するためには、晶質液（乳酸リンゲ
ル液・酢酸リンゲル液）は最大100ml/kg/hrまで投
与可能であるとして驚かされた。最初に透明な排尿
を認めるまでを目安としてボーラス投与しその後の
2時間は10ml/kg/hrで維持するとのことで、心臓へ
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の負荷については詳しい言及はなかったため、発生
初期には充分量の輸液が重要であるということなの
だろう。また、流量よりも終了する時期が重要なの
だとも述べていた。
　また、血液正常がTP＜4.0g/L、 Alb＜15g/Lの場
合には、膠質液の適用が推奨される。

電解質の補正
K ： 予防的には10-20mmol/L
  治療すべきK濃度<3.0mmol/L
Ca ： 疝痛症例においては、低Ca血症となっている

場合があるが、その補充については議論がわ
かれる。

Mg ： 低Mg血症は予後や治療の長期化に関連して
いる。

  エンドトキセミアの治療には、50mg/kgの用
量を30分かけて投与する。

鎮痛
フルニキシン：1.1mg/kg IV、BIDまたはTID
リドカイン：治療域がせまいことに注意するべきで
ある。
①単独投与
Loading dose 1.3mg/kg（15分以上かけて投与）
+維持量 3mg/kg/hr
Loading dose 無しの場合は維持量5.2mg/kg/hr

②輸液バッグに混ぜる
リドカイン10g（20mg/mlの用量のもの500ml）
を3Lバッグに混ぜる。

ブトルファノール：0.01-0.1kg/kg
CRI：Loading dose 0.02mg/kg、maintenance 
0.02mg/kg/hr
デトミジン：0.04mg/kg im
CRI；Loading dose 0.01mg/kg、maintenance 
0.02mg/kg/hr
※開腹適期の判断
　開腹手術を選択するタイミングや要因は本
会と特に変わらなかったが、本会のような2次
診療としての機能ももつ施設では、初診時すで
に経過が長いことがあるため、そのタイミング
はより迅速に行う必要がある。

競走馬の骨生理について
骨の生理（Biology of Bone）
　骨生理に関わる主要な細胞として、骨芽細胞
（Osteoblasts）、骨細胞（Osteocytes）および破骨細胞
（Osteoclasts）の働きの違いについて整理され、しば
しば混同される骨のモデリングとリモデリングの定
義について説明がなされた。
　骨芽細胞は間葉系幹細胞に由来し、類骨
（Osteoid）を合成する。骨芽細胞に由来する骨細胞
は骨基質（Matrix）内に存在し、骨基質の維持に関わ
る。破骨細胞は骨髄に由来し、基質分解酵素を分泌
するとともに、プロトン遊離によって酸性環境を導
き、骨の脱灰（脱カルシウム）を促す。骨のモデリン
グは同一位置での骨反応であるのに対し、リモデリ
ングは異なる位置における骨変化を指す。

骨疾患の病態生理（Pathophysiology of Bone Injury）
　骨に継続的な負荷がかかると、骨細胞のアポトー
シスが誘引される。それにより骨基質が失われ、骨
の脆弱化を招く。これに対する生体の反応として、
骨細胞によるリモデリングシグナルの発信があるが、
高負荷環境下にある際にはリモデリングが阻害され
るため、適切な休養がない場合は、正常なリモデリ
ングが起こらない。

軟骨下骨の損傷（Injury Subchondral Bone）
　軟骨下骨の損傷が問題となる主な部位としては第
３中手（足）骨遠位および第３手根骨であり、臨床症
状に先立って病態の進行がみられることから、致死
性の重篤な骨折の前駆病変となる。特に近年はMRI
などの検査技術が進歩したことで、その診断的意義
がさらに注目されている。この損傷のレントゲン
描出を試みる場合、球節を屈曲した状態で背掌側像
を撮影する。MRIはレントゲン、診断麻酔および骨
シンチグラフィーを実施したのち、さらに詳細な診
断を行う目的で利用される。グレードとしては骨硬
化や損傷の程度に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ～Ⅵa、
Ⅵbに分類される。

骨の治癒
　基本的に破骨細胞による不要骨の除去（Removal）
は30日程度かけて進行し、骨が完全に置換
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（Replacement）されるまでにはおよそ100日を要す
る。このことから、約1 ～ 3 ヶ月間はOsteoclast 
Canalが埋まっていない時期となり、骨の修復過程
において最も危険な時期と考えられる。この考えか
ら導かれる運動負荷の一般原則は、跛行の消失まで
の期間には馬房内休養を指示し、次に小パドックの
放牧へ移行する。そして常歩を2週間程度実施した
後、速歩を1ヶ月程度行うというものとなる。ただ
し、下肢部にかかる負荷は速歩に移行した際に急激
に増加する点に特に注意が必要である。

　今回の講義では骨折の治癒についての総論的な考
え方が披露され、具体的な疾患ごとのリハビリ方法
まで踏み込んだ内容ではなかったものの、症例ごと
の適切なリハビリ計画を考えるうえで、上記の骨生
理についての理解は基本となる。また、治療に用
いられるNSAIDsとBisphosphonates（Tildren®）に
ついて、骨折症例に対するNSAIDsの使用方針とし
ては、骨代謝がプロスタグランジン依存性である
ため、急性期の疼痛管理のみとすべきと言及され
ていた。BisphosphonatesについてはHKJC内でも異
なった意見が存在することに理解を示しつつも、演
者自身は使用に慎重な立場をとっていた。これは、
Bisphosphonatesが疲労骨折の予防に対して効果的
との証拠がなく、破骨細胞の活性化を抑制すること
で骨吸収が阻害されることにより早期に疼痛が消失
するため、短期休養のみで骨が正しい修復を経ない
ままに調教再開することにつながりかねないためと
のことであった。

抗菌薬の局所投与について
　抗菌薬の選択には多くのファクターがあり、臨床
獣医師によってもその使用法は大きく異なる薬剤で
ある。本項目では特にRegional perfusionを含めた
局所投与を中心に、抗菌薬の使用についての講演で
あった。

抗菌薬の選択
　抗菌薬選択の基礎的な話だが、非常に重要な考え
方であると感じている。私が考える抗菌薬に関する
考え方とも多くの部分で一致している。当たり前
の話ではあるが、抗菌薬を投与すれば何でも治癒

するわけでは無いし、それぞれの感染症に適した治
療があるはず。しかし、馬医療における十分なエビ
デンスは少なく、また国や品種などにより、感染症
は様々で、使用できる薬品も異なるので、ガイドラ
インを作成するのは簡単ではない。また、下痢など
の副作用も、土壌が異なれば腸内細菌も異なるため、
国や品種によって大きく反応は異なるため、海外の
報告をそのまま適応できない部分も多くある。
　抗菌薬選択の部分については、非常に同意する部
分が多い。大事なことは感染症に使用する場合の因
子には、大きく二つあり、一つは感染している病原
体側、もう一つは抗菌薬側の因子である。これまで
診てきたウマにおいて感染症が悪化するウマではど
ちらかが不十分である場合が多いと感じている。
　病原体側の因子とは、まずは当然であるが細菌に
も種類があるということである。グラム陽性菌、グ
ラム陰性菌は同じ細菌でも大きくその構造は異なり、
抑制することの出来る抗菌薬も異なる。肺炎などで
菌交代症が起こることは知られており、また近年
ではMRSA等の耐性菌も分離されてきている。また、
角膜炎などでは真菌感染症も多く発生している。こ
れらの病原体をC＆S（培養と感受性）を実施するこ
との有用性をここでは示している。
　抗菌薬の因子は、非常に複雑である。すべての抗
菌薬がすべての菌を抑制できるわけではない。その
意味でスペクトルの認識は重要である。また、投与さ
れた抗菌薬がすべての組織で十分な濃度に達するわ
けではない。これも臨床応用においては理解しなけれ
ばならない。水溶性、脂溶性により各組織の濃度分
配は大きく異なる。毒性、副作用、簡便な投与方法
についても理解が必要。テキストにはそれぞれの抗菌
薬の特徴が非常に簡潔に記載されていた。濃度依存
性と時間依存性についても理解しておく必要がある。
一般的に、抗菌薬の効果の指標は、薬物動態のパラ
メーターとMICの比較によって行われている。

①Cmax/MIC　最高濃度とMICの比（アミノグ
リコシド）
②AUC/MIC　薬物濃度曲線下面積とMICの比
（キノロン、テトラサイクリンなど）
③Time above MIC　MICを越えている時間の
割合（セフェム、ペニシリンなど）
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　しかし、馬医療にこれらの観点からの薬物投与に
関する考察はほとんど行われていない。休憩時間に
話を聞いてみたが、薬物動態の報告とMICの報告は
ともに少なく、馬での応用はこれからだと感じた。
本会には今まで積み重ねた臨床データ、分離した細
菌があり、薬物動態のデータと組み合わせれば、こ
れらのパラメーターから抗菌薬の適した選択と投与
方法の検討が進み、ガイドライン作成も進むと考え
ている。

局所灌流投与
　Regional perfusionはウマ医療において非常に有
用な投与方法と考えられる。局所濃度を高め、下肢
部感染症に効果が期待される。

利点としては、
・下肢部においてより高い組織濃度を維持し、高
い抗菌効果を得る。

・総投与量の減少（ウマ医療において抗菌薬の値
段は非常に高いハードルであり、全身投与より
金額を抑えることが可能）

・副作用のリスク減少（ウマにおいて腸内細菌の
役割の重要性は高く、多くの抗菌薬の全身投与
は下痢を誘発するリスクを持つ）

欠点やリスクとしては、
・駆血帯下で圧力がかかっており、皮下に漏れ易
く薬物によっては投与部の炎症が発生するこ
とがある。

・駆血帯（必須）、鎮静、局所麻酔下が必要な場合
が多く、簡便ではない。頻回の投与には不向き
か（皮下の炎症によって血管へのアプローチが
少しずつ困難になる）。

　手技のポイントは、太目のラバー（12.5cm以上）
もしくは空気圧の駆血帯が推奨される。薬剤は薄め
て容量を増すよりも、濃くて容量が少ない場合のほ
うが組織濃度は高くなる。駆血は投与後20から30分
継続する。

　下肢部感染症に対する新しい投与法として期待が
かかるが、薬物の選択や、どの部位の感染症に使
用するかといったガイドラインは現在もできていな
い。各種抗菌薬の移行性の報告も多く出てきている
が、その選択について統一的な見解は得られていな
い。先ほどの抗菌薬の総論でも書いているが、臨床
症例は単純ではなく、『この投与方法を行えばすべ
てが解決する』ということではないということを頭
に入れておかなければならない。

感染性関節炎および骨髄炎について
　滑液の敗血症は不可逆性の軟骨損傷、線維症や腱
鞘の癒着を引き起こし、重度の跛行の原因となる。
またそれに伴いパフォーマンスに影響を及ぼす。
　感染性関節炎の病因は関節構造を含む外傷、関節
内投与、関節手術の術後が挙げられる。また血行性
に発症することもあり、成馬よりも子馬での発生が
多い。術後の感染性関節炎の発症率はOldら（2006）の
報告によると8/671関節（1.3%）と報告されており、ド
ラフトホースと脛骨足根関節が発症のリスクファク
ターとなる。また、周術期の抗生物質および抗生物
質の関節内投与は発症との関連は認められなかった。
　関節内に感染が起きると、炎症性サイトカインや
分解酵素活性が上昇し、重度の炎症反応が起きる。
治療が即時に行われない場合、汚染によって敗血症
へ移行する。その結果、持続的な跛行に繋がる。
感染部位からの採材
　入念な触診を行い、損傷部位から離れた位置で無
菌的に行う。採材後は速やかに細胞診および培養
検査を行う。生食投与によるリークテストおよび
500mgアミカシン投与を実施。
＜細胞診＞
　WBC 30,000以上
　TP 4g/gl以上
　好中球 80%以上
　変性した好中球 ±

Cmax

AUC

MIC

Cmax/MIC

Time above MIC

AUC/MIC

（最高血中濃度）

投与後時間

a

1/2a

T1/2（血中濃度半減期）（β相）

（CmaxとMICの比）

（MICを超える濃度が維持される時間）

体内に取り込まれた
薬の量を表す指標 （AUCとMICの比）抗

菌
薬
の
血
中
濃
度
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　細菌 ±

関節内投与後または外科手術後の純培養では
Staphylococcusが最も一般的。
外傷性や成馬の感染では様々な菌が培養される。
Enterobactor > Streptcoccus > Staphylococcus 
> Pseudomonas

治療
1．デブリードマン
関節鏡下で実施。汚染環境、骨髄炎の病巣、フィ
ブリンの除去、滑膜切除。
2．洗浄
関節鏡下で実施。関節表面の評価およびフィブリ
ン隗の除去。
急性の場合や関節鏡が不可能な場合は、立位にて
抜き通しで洗浄。
3．ドレナージ
4．抗生物質の全身および局所投与
細菌培養および感受性試験の結果が出る前は広
域スペクトラムの抗生物質を用いる。
全身投与では関節腔内に十分な濃度の抗生物質
が移行しない。

抗生物質の局所投与
・関節内投与
ゲンタマイシン150mg関節内投与で静脈内投与と
比較して10～ 100倍の抗生物質濃度が得られる。
炎症刺激も少ない。
・Regional Perfusion（静脈内投与、骨髄内投与）
―濃度依存性の抗生物質
静脈内投与－遠位肢で行う。鎮静および局所麻酔
下で実施。21G翼状針を使用。1000mgアミカシン
または1000mgゲンタマイシンを生理食塩水60ml
に希釈し投与。20分間駆血を維持する

骨髄内投与(Intra-osseus Perfusion) 
　皮膚および神経ブロックを行い、骨髄内の局所麻
酔も実施する。タニケットを装着し、肢の背外側を
1cm切皮（写真1）。4.0mmのドリルビットを用いて
骨髄内までドリリング（写真2）。100mgアミカシン
を生理食塩水60mlで希釈し緩徐に投与する（写真3）。
20分後にタニケットを解除。臨床症状の改善または

細胞診で良化が示されるまで1日おきに実施する。

　感染性関節炎は早期診断、早期治療が必要な症例
であり、今回紹介したようにアグレッシブな治療が
必要不可欠である。また、Intra-osseus Perfusionは
感染性関節炎だけでなく、開放骨折や関節固定など
感染のリスクが非常に高い症例で考慮すべき治療で
あり、我々もこういった症例の際には積極的に実施
すべきであると感じた。ただし、手技の問題や骨壊
死の問題があり、課題は残る。

滑液嚢内投与
　感染性滑液嚢に対する、カテーテルを用いた持続
還流を用いた治療法についての項。使用される抗菌
薬は、アミノグリコシドに加えてセフェム系が選択
され、広域性を持った持続的な抗菌薬投与を実施し
ている。また、持続的な排液は感染部の洗浄効果を
持ち、感染症治癒への大きな一助となる。感染性腱
鞘炎や感染性関節炎の治療にも、このシステムは応
用できるかもしれない。
システムはそれほど複雑ではなく、長いカテーテル
で感染部を抜き通し、バルーンをつけることにより
その部分に持続的に薬液を還流させる。バルーンは
現在持続点眼などに使用しているシュアフューザー
を応用できるであろう。

関節疾患に対する治療について
　関節疾患では、臨床的パラメーターにおいては関
節液の増量、滑膜および関節包のフィブリン増多、
関節液の組成変化（粘稠性の低下、軟骨特異的な分
子の合成と分解）が認められる。診断にはレントゲ
ン、CT、MRI、Echoなどの画像診断も有効である。
Osteo Arthritis(OA)に関連するレントゲン検査での
異常所見として以下のものが挙げられる。
・関節周囲の骨棘形成
・軟骨下骨の硬化および小柱パターンの消失

写真1:切皮 写真2:ドリリング 写真3:AMK投与
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・軟骨下骨のわずかなX線透過領域
・骨髄のシスト様所見
・関節腔の狭小化
・関節包の拡張
・軟骨周囲の軟部組織の腫脹
“1度破壊された軟骨は2度と治癒しない”と称され
るように軟骨は完全に元の構成と機能には修復さ
れない。また、軟骨損傷には、内的要因；軟骨細
胞、外的要因；軟骨細胞以外の原因（マイクロフラ
クチャー）の2つのメカニズムが存在する。

　骨関節炎の治療の目的は、疼痛の緩和（跛行の改
善）および関節変性の進行を最小限にすることであ
る。では、最適な治療の選択はどうするのか？
そのためには以下に挙げる項目の正確な診断が重要
となる。
・病気のステージ
・重症度
・利用可能な治療方法
・リハビリテーションの期間
ここからは本講義で紹介された骨関節炎の治療薬に
ついて簡潔にまとめる。
①NSAIDs
　アランキドンカスケードを阻害
　　PGE2およびトロンボキサンAを阻害
　　急性の外傷
　　大抵は補助的
　副作用
　　腎および消化管への影響
　　軟骨代謝に好ましくない影響が考えられる

②オピオイド
　モルヒネの関節内投与で抗炎症および痛覚の消失
が得られる。
　　マルチモーダルな無痛法として使用可
　　オピオイド関連の副作用はない
　　⇒外科手術後の選択肢か？

③コルチコステロイド
　1950年代から関節投与に用いられてきた。
　ホスホリパーセA2を阻害
　選択的COX-2阻害

　免疫抑制、抗炎症およびリンパ球性の効果
　内因性の糖質コルチコイドの抑制がみられる
主なコルチコステロイド
・メチルプレドニゾロン（デポメドロール）
・トリアムシノロン（ベータログ）
・ベタメサゾン（セレストン）
・イソフルプレドン（プレデフ）
・デキサメサゾン
※デキサメサゾンについてはHKJCではレースま
での休養期間が短い場合を除いてほとんど使用
しないとのことだった。

メチルプレドニゾロン（MPA）
　In vitroでは正常関節に対してネガティブな影響
あり
　軟骨細胞におけるプロテオグリカンの有意な減少
　炎症期の環境ではMPAは有用
　※MPAの動きの異なる関節への投与

動きの大きい関節（High motion joint）への投与
は軟骨への影響があるため好ましくない動きの
少ない関節（Low motion joint）には軟骨への影
響が少ないので適するとかつては考えられてい
たが、関節の強直を引き起こす可能性が示唆さ
れてはいる（Labensら）がエビデンスはない。

トリアムシノロンアセトニド（TA）
関節内投与（i.a.）および静脈内投与（i.v.）ともに臨
床的に効果が示されている（Frisbieら、1997）。
跛行改善、関節液中のヒアルロン酸およびグリコ
サミノグリカン濃度の上昇、TPの低下が認めら
れる。関節軟骨の形態（mankin score）においても
改善が認められる。
TAおよびメピガカインの混合投与では、
detection timeに影響は無かった（Kayら、2008）。

推奨される投与量
トリアムシノロン 18mg
メチルプレドニゾロン 200mg
ベタメサゾン化合物 30mg
※ただし、ステロイド性の蹄葉炎を誘発せず、理
想的な効果を発揮する最低量を目標に投与を行
うべきである。
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ヒアルロン酸（HA）
関節液中の構成成分のひとつ
分子量および濃度が機能上重要（>500kDA）
正確な作用機序は分かっていない
抗炎症作用
マクロファージからのプロスタグランジンの産
生と放出を抑制
用量依存性に酸素由来のフリーラジカルを除去
する

※ヒアルロン酸（HA）とトリアムシノロン（TA）
の混合投与
　科学的な根拠は限られており間接的なエビデ
ンスしかないが、その有用性が示唆されている。
また、臨床的な反応は良好である。臨床獣医の
60%がHAとTAの混合投与を支持している。

Polysulfated polysaccharides ポリ硫酸多糖類
PSGAG ポリ硫酸グリコサミノグリカン（アデ
クァン）
グリコサミノグリカンペプチド混合物（ルマロン）
PPS ポリ硫酸ペントサンナトリウム（カルトロ
フェン）

ポリ硫酸多糖類は上記にあるような薬剤のことを指
し、Slow Acting Disease Modifying Osteoarthritic 
Drugs(SAMOADs)と呼ばれている。OAにおける
軟骨組織の形態変化を元に戻すこと、進行の遅延
および阻害を目的として投与される。

PSGAG ポリ硫酸グリコサミノグリカン（アデクァン）
　正確な作用機序は分かっていないが、OAに関
連するサイトカインを阻害すると考えられてい
る。関節内投与で症状の改善が認められるが、内
因性の軟骨組織修復を減少させることが報告さ
れている。静脈内投与では細菌性関節炎を誘発
する可能性がある（Gustafsonら、1989）。これは
125mgアミカシンを追加することでリスクを軽減
できる。よってPSGAGを静脈内投与する際には
アミカシンの併用が強く推奨される。筋肉内投与
は4日毎28日間投与する。静脈内投与よりも有効
な効果が得られる。

PPS ポリ硫酸ペントサンナトリウム（カルトロフェン）
　Beech wood（ブナ）由来のヘミセルロースで、
論文の報告は無いが、根拠のあるエビデンスが示
されている。3mg/kg IMで週に1回計4週間投与
する。初期のOAにおける複数の関節に効果が期
待できる。
　その他、生物学的療法としてIRAPやPRPの紹
介、また、幹細胞研究について論文紹介があった
が、どの方法もまだ研究段階であり、知見が少な
いのが現状である。その中でもPRPはトレセンに
おいても容易に作成することができる（キットが
あればさらに簡便に作成可能）。関節内投与など
関節炎治療に用いることを視野に入れた調査研
究にも取り組んでみたいと感じた。

蹄葉炎の予防について
　蹄葉炎は、①腸炎・肺炎・エンドトキセミアなど
の全身性炎症反応疾患（SIRS）、②骨折などの疼痛
によって生じる対側肢へかかる過剰な負重、③イン
スリン抵抗性の増加による高インスリン血症などが
要因となって併発する不可逆性の疾患である。ひと
たび発症してしまうと対症療法が中心となり、根本
的な治療法がないため、蹄葉炎を発症しないように
予防することが重要である。今回の講義では、急性
蹄葉炎発症のリスクを伴う①・②のケースでの予防
法についての知見が紹介された。

冷却療法
　オリゴ糖投与によって蹄葉炎を発症させた実験モ
デルにおいて、冷却療法を実施した肢では蹄葉炎が
発症を抑えられたとの報告、および回顧的な研究で
は腸炎を発症した馬で冷却療法を実施していない馬
において蹄葉炎が発症する割合が少なかったとの報
告が紹介され、蹄葉炎発症予防には冷却療法が有用
であると述べていた。蹄葉炎急性期に冷却療法をす
ることで、炎症を抑え、またサイトカインなどの活
性が抑えられることでラメラー組織が崩壊する進行
を防ぐことができる。さらに血管収縮を起こすこと
で蹄葉炎を引き起こすファクターを血行性に進入す
ることを防ぐことで蹄葉炎の発症を防ぐとも言われ
ている。
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　Ⅰ．冷却期間
　　・蹄葉炎の急性期に適用することが重要。蹄葉

炎発症のハイリスクであると予想される疾
病の場合には、可能な限り先行して冷却する。

　　・冷却をやめるタイミングは、初期疾患が改善
されてから24～ 48時間後であり、12～ 24時
間をかけて徐々に解除する。

　Ⅱ．冷却方法
　　・蹄壁表面を10℃以下にすることが重要。
　　・各種冷却法を比較し、氷水バッグを蹄に巻き

つける方法・蹄まで覆ったブーツ型に氷を
入れた冷却方法が蹄壁を10℃以下まで冷却
することができることが分かった

対側肢にかかる過剰な負重によって発症する蹄葉炎
の予防
　過度な負重により起こる蹄葉炎の発生は、重度の
疼痛を持つ馬の対側肢で少なくとも10％の割合で起
こっているとの報告であった。対側肢で起こる蹄葉
炎は、50％が致死的疾患となり、多くはシンカー型
を発症する。原因は、力学的に蹄が下方へ加わるこ
とや対側肢蹄への血流が減少することにより栄養が
供給されなくなることによる。負重による血流量の
変化を下図に紹介する。

　【加重による血液供給の変化】

※負重させることによってかなりの血流が阻害
されることが理解できる。

対側肢の蹄葉炎を予防するためには、
　Ⅰ．対側肢への負重を減らす
　　・強制的に寝起きをさせる方法
　　・キャストや副木などの利用
　　・スリングによる補助

　Ⅱ．力学的な負重の調節
　　・ヒールアップにより蹄骨の下方への力を分散

させる
　　・蹄叉をACSで支える（ただし、蹄叉を圧迫し

過ぎると蹄底の血流を阻害する）
　　・両肢の長さを揃えることにより対側肢に負重

がかからないようにすることも重要
　　・馬房床を砂にする。

　○砂・チップ馬房
馬房の半分をチップ、半分を砂地にする。
チップで寝起きし、砂地では、馬が立ちやすい蹄角
度で立つことができ、蹄叉を圧迫することが可能と
なる。

氷水バックでの冷却

A．ブーツ型の冷却　外気温次第で1～ 2時間で
氷水の交換が必要となる

B．自動冷却装置付ブーツ型の冷却　冷却剤が循
環し、持続的に冷却可能

　※Point：蹄部を氷水で直接冷却することが重要
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　Ⅲ．疼痛コントロール
　　・持続的な神経ブロックにより疼痛をコント

ロールする方法

　Ⅳ．対側肢の血流の増加
　　・対側肢負重下でのラメラー組織での血流調査

において、最も血流量が増加するのは、自
転車を漕ぐような肢の動き（load cycling）で
あったことから、強制的にウォーキングさ
せることもしくは理学療法なども予防とし
て効果があると示唆していた。また、load 
cyclingの回数が減少していることを早期に
発見し、蹄葉炎発症の予防するために、対
側肢に万歩計を設置し、load cycling回数を
モニタリングする方法も紹介された。

立位去勢手術の術後経過の検討について
　2007年から2012年の5年間にHKJCで立位にて去
勢を実施した250頭の術後経過の予後を検討した報
告があったので紹介する。
　すべての馬において１日は抗生剤を投与。247頭
はDetomodineによる鎮静下で施術。178頭にTMP
ｓ（トリメトプリム・サルファ剤）を術前に投与した。

　見られた合併症は、陰嚢水腫・術後出血・術創感
染・腹膜ヘルニア・発熱・疝痛・下痢・結腸炎・精
索の硬結・腹膜後方の膿瘍形成・腹膜炎である。腸
管脱出・ペニス裂傷・薬物有害反応（ADR）・斃死
は見られなかった。

　術後の状態を、N(No complication)、Nex(No 
complication but Extended primary antibiotic or 
NSAID)、C1(Mild complication)、C2(Moderate 
complication)、C3(Severe complication) の5段階に
クラス分けし評価を実施。250頭のうち、Nが31%、
Nexが16%、C1が15%、C2が35%、C3が3%であった。

　術後ギャロップを開始した日までの平均日数は、
Nが28日、Nexが42日、C1が28日、C2が36日、C3が
96日であった。
　術後初出走までの平均日数は、Nが86日、Nexが
109日、C1が101日、C2が103日、C3が153日であった。
　最短の馬は、Nで術後3日後からギャロップを実
施し、12日後に出走、C2でも、7日後からギャロッ
プを実施し、23日で出走した。C3ではギャロップ開
始までに最短で31日要し、初出走は74日後であった。
　感染をおこした術創の菌培養をしたところ、すべ
てTMPｓ耐性であった。
　また、調教師別、術者別に予後を比較している。前腕に付けられた万歩計（日本製）
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結論は、
・術後合併症は52%と高率であった
・有病率は高かったが、致死率は低かった（0頭）
・合併症が高かった理由としては、湿度の高い環境
による細菌感染、ハイレベルな獣医と調教師によ
る早期発見、術後に放牧が出来ず調教を続けなけ
ればいけない環境が考えられた
・重度の合併症は調教を休む日数を増加させる
・術後合併症を発症しても競走復帰までの日数は変
わらない
・250頭中42日以内に出走したのは13頭であった。
（これはペニシリン投与による出走制限日数が42
日というのが影響している。つまり、この制限が
なければもっと早く出走可能な馬も存在した）
・TMPｓは術後感染に対しては効果を示さなかった
　としている。

　演者は、術後合併症の発症率が高いという結果を
示しているが、かなり軽微なものまで術後合併症と
しており、特にHKJCでの術式が悪いという印象は
ない。また、発症率は高いが、調教や出走に対して
それほど大きな影響はないという報告であった。術

後12日で出走した馬がいることに驚いた。概ね完全
な調教復帰まで1ヶ月、競走復帰まで3ヶ月である
ようだ。
　最後に、なぜ全身麻酔下で実施する施設があるの
に立位で実施しているのかという質問をしたら、「な
ぜ鎮静下で出来るのに、わざわざ全身麻酔で倒馬す
る必要があるんだ」との返答であった。また、マカ
オジョッキークラブやオーストラリアの開業獣医師
らもデトミジンとブトルファノールによる鎮静下で
の立位去勢を実施しており、特に術後の陰嚢水腫に
は悩まされているようだった。これは万国共通の悩
みである。

下気道疾患について
IAD
　IADは競走馬のプアパフォーマンスの原因の一つ
であり、サラブレッドおよびスタンダードブレッド
競走馬の11-50%にみられたとの報告がある。環境
中のホコリやカビの胞子、糞便由来のエンドトキシ
ンに反応して気管狭窄や気道の炎症が生じる疾患で
ある。臨床症状としては運動不耐性、発咳あるいは
鼻汁排出であり、内視鏡による気管粘液の確認と採
材・顕微鏡検査によって診断される。鏡検時の診
断基準としては好中球（>5%）、好酸球（>0.5%）、肥
満細胞（>2%）となる。これに加え、演者の所属する
クイーンズランド大学では肺機能検査（Pulmonary 
Function Testing）を実施することで、IADとプアパ
フォーマンスの関係について詳細に調べることが可
能である。

○クイーンズランドでの肺機能検査
　ヒトと比べて大きいため、馬では開放型（open）の
容積変動記録装置（Plethysmography）を用いる（写
真参考）。

ヒト用のPlethysmography ‘Open’ Plethysmography
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　また、トレッドミル検査においては気道の反応性
を検査するヒスタミン暴露試験と動脈血中酸素分圧
の経時的測定を実施する。
　これらの検査結果にもとづき選択される管理・治
療方針としては、飼養環境の改善（下記A～C）とコ
ルチコステロイド剤および気管支拡張剤の投与（下
記D～Gの中から症例に応じて）が取り上げられた。
最後に、IADは短期間での完全な改善が期待できる
疾患ではなく、パフォーマンスに影響を及ぼさない
範囲内でいかに付き合うかということを主眼におい
て治療にあたることが重要と締めくくられた。

　＜飼養環境の改善＞
A．ペーパーベッド/ウッドシェーヴィングはワ
ラより良い（浮遊物を減らすという点におい
て）

B．乾草を水に5分間浸してから与えると良い
C．十分な馬房の換気
※環境管理によって改善を示す馬もいるが、
1日のうちたった5分間でも馬房内に収容
されることでアレルギー反応を示す馬も
存在することから、治療薬を適切に使用
し、症状改善を図ることが重要となる。

　＜治療＞
D．コルチコステロイドの全身投与（プレドニゾ
ロン/デキサメサゾン）

E．コルチコステロイドの吸入投与（フルチカゾ
ン）

F．気管支拡張薬の吸入投与（調教30分程度前の
投与が効果的）

G．クレンブテロールの経口投与

EIPH
　EIPHは競走馬の80-90%に起こっていると報告さ
れているが、Epistaxis（鼻孔からの出血）がみられ
る割合は10%未満である。周知のとおりEIPHの詳
細な発症機構は依然不明であるものの、走行中の肺
動脈圧の増加と胸腔内が陰圧となることで肺毛細血
管壁内外圧差が生じ、やがて破綻に至ると考えられ
ている。内視鏡検査では発症後1-3日まで気管内に
出血痕が確認される。重要な考え方としてEIPH発
症馬が呼吸・循環機能上の異常を有していないかと

いう点をまず確認する必要があると説明された。す
なわち、IAD、閉塞性上気道疾患や心不整脈を有す
る馬の場合、血管壁内外圧差がいっそう増加する原
因となることから、EIPH発症のトリガーとなりう
るという考え方である。この点から、演者はEIPH
自体がプアパフォーマンスに影響することについて
は懐疑的であり、壁内圧差に影響を与えるような呼
吸循環器異常が背景にあるためパフォーマンス低下
がみられるという立場であった（つまり、鼻出血を
示さない馬についてもパフォーマンスが低下して
いる可能性がある）。EIPHの予防についてもこの原
則に則り、まず呼吸循環器に異常がないかを検査
し、その疾患に対する適切な治療を実施することで
EIPHの予防を図るという考え方が重要となる。フ
ロセミドの使用によって脱水が起こると、血液容量
が減少して肺動脈圧が低下するとともに馬体重減少
によるパフォーマンスの向上が期待されるが、一方
で血液の粘度が増加することで血管壁に対する剪断
力が高まるという考え方もあることから、有効性に
ついては懐疑的である。また、止血剤であるアミノ
カプロン酸についても、その前投与によってEIPH
は予防されなかったとの文献が紹介された（EVJ 
Suppl 2010 Nov 38）。最後に、EIPHの治療は抗生物
質による感染防止と適切な休養であり、特にIADな
どの下気道疾患を有する馬については放牧によって
その改善がみられる場合があり、結果としてEIPH
の再発防止につながる可能性もあると言及された。

肺炎について
細菌性気管支炎、胸膜肺炎の類症鑑別
　診断においては新しい知見はなかった。BALの
手法については、本会では3ｍ内視鏡下にて感染部
位の採材を実施しているのに対し、彼らは内視鏡を
用いず、気管切開により盲目的に部位を決定して採
材しているためか、診断価値が低いとしている。本
会においてはしており、異なっている。また、内視
鏡によるアプローチは鼻道や咽喉頭に触れるため、
完全な無菌採取ではないとコンタミネーションにも
言及しているが、3回洗浄し、2回目のBALFを用い
て培養を実施しており、コンタミネーションの影響
は低下していると思われる。
　ここで感じていたのは、診断における感染の違い
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である。本会では、細菌性気管支炎は気管底部まで
の浸出を指しており、気管分岐部以降（葉気管支）に
浸出が認められた場合を肺炎、さらに超音波検査に
て胸腔に浸出を認めた場合を胸膜肺炎としている。
しかし、本項においては、内視鏡における葉気管支
の浸出の貯留は細菌性気管支炎であり、超音波検査
にて肺実質の炎症像や胸腔への液の貯留があるもの
を胸膜肺炎（Pleuropnemonia）と診断している。そう
いう意味では、細菌性気管支炎と肺胸膜炎の類症鑑
別に内視鏡は『さらなる情報はもたらさない』であろ
う。一方で、超音波検査はその2者に決定的な差を
生み出す検査となる。

　下気道疾患の抗菌薬に焦点を当てて解説する。
講義でのスライドには、
もし現在投与している薬品が効いているのであ
れば、続けなさい
良い反応が得られたなら続ける、たとえ培養の
結果が違っていても

もし現在投与している薬品が効いていないので
あれば、違った治療を行う
3～ 5日実施して反応を見よう

培養と感受性検査に基づいた薬品の選択　必要
なら培養と感受性検査を再実施
胸腔ドレナージを考えなさい

　この基本的な考え方は他の感染性疾患についても
同様であると思う。臨床上、状態が改善している
のであれば、培養の結果が異なっていても治療を無
理に変更する必要はない。しかし、感染性疾患にお
いて治療が上手くいっていない症例では（NSAIDs
の投与によって一般状態が外見上落ち着いて判断
できない場合もあるが）、薬剤が効いていないの
に治療法を変更していない症例をしばしば認める。
Regional perfusionの項でも書いたが、感染性疾患
で菌をコントロールできない場合は、
①病原体側の因子：耐性株or耐性菌がいる。（菌

交代症、MRSA）
②抗菌薬の因子：局所濃度が不十分（関節内、腱
鞘、骨、蹄、膿瘍形成など）

　といった原因が考える必要がある。それらに対し
て、抗菌薬を変更したり追加したりして臨床医は対
応している。そのためにC＆S（培養と感受性試験）
を繰り返し実施することは必要である。また、時に
は胸腔ドレナージなどの外科的治療も治癒に必要と
なるであろう。本会では競馬開催などで臨床医の変
更が多く難しいが、漫然とした治療を避け、治癒に
向えるよう治療を変更することは臨床医の腕の見せ
所である。

再生医療について
幹細胞（Stem Cell）
　馬の幹細胞移植について最近の話題が取り上げら
れた。まず、これまでの報告をみると、屈腱部に移
植された幹細胞が移植後6週間で確認できなくなっ
たという研究結果がみられるように、当初期待され
ていた移植された幹細胞が望んだ組織に分化して定
着するということではなく、幹細胞移植部周囲の細
胞活性に正の影響を与えるという意義が大きいとい
うことが述べられた（Paracrine Eff ect）。この幹細胞
移植によるParacrine Eff ectとしては血管新生、線
維化抑制、アポトーシス制御、組織幹細胞の活性化

胸腔浸出と肺実質の炎症像

本会における下気道感染症

本項における下気道感染症

胸腔浸出気管支 分岐部以降の浸出

気管支（分岐部以降の浸出も） 肺実質の炎症

細菌性気管支炎 肺炎 胸膜肺炎

細菌性気管支炎 肺炎 胸膜肺炎

本項 本会

Streptococcus をターゲット

プロカイン ペニシリン
用量
15㎎/kg SID～22㎎/kg BID
ドキシサイクリン
トリメトプリム・サルファ剤
ゲンタマイシン吸入

サルファ剤
吸入（プロムヘキシジンなど）

セファロチン
気管支肺胞洗浄

本項 本会

偏性嫌気性菌 、グラム陽性球菌群 、陰性菌群 をターゲット

偏性嫌気性菌
メトロニダゾール

胸腔ドレナージ

グラム陽性球菌群
ペニシリン，キノロン，広域性セフェム
グラム陰性群
アミノグリコシド
キノロン，広域性セフェム

偏性嫌気性菌
ミノサイクリン

気管支肺胞洗浄
胸腔ドレナージ

グラム陽性球菌群
セファロチン，キノロン
グラム陰性群
アミノグリコシド，キノロン
ホスホマイシン
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および抗炎症作用が挙げられる。次に、採材部位に
よる違いが説明された。骨髄由来幹細胞は十分な増
殖細胞数を確保するまでに3週間程度要するが、分
化多能性の維持という点で後述する脂肪由来幹細胞
と比べて優れる。一方、脂肪由来幹細胞は移植細胞
数の確保がおよそ1週間程度で可能であり、尾根部
をはじめ体表に様々な採材可能部位があることから
採材手技も簡便である。

PRP（Platelet Rich Plasma）
　PRPの効果としては成長因子の分泌促進、血管新
生および組織幹細胞集簇などである。幹細胞と同様、
臨床現場において広く実施されている治療法である
が、演者の考えでは抗炎症効果という点でPRPは幹
細胞に劣るということであった。しかし、時間的制
約や採材時の侵襲を考えると、総合的にはPRPが臨
床上の利用価値が高いという立場であった。
　最後に、将来的には胎児由来の幹細胞の同種移植
技術が確立すること、すなわち馬の幹細胞バンクの
実現によって幹細胞移植の活用がさらに普及するこ
とを期待するという言葉で講義は締めくくられた。

強拘歩様の馬へのアプローチについて
＜類症鑑別＞
　破傷風・蹄葉炎・低カルシウム血症・横紋筋融解
症・狂犬病・ミオトニー（筋緊張症）
　○部位による類症鑑別
　四肢……ナビキュラー病・膝蓋上方固定・蹄葉

炎・震え
　頚部……髄膜炎・頚部骨折・肩甲部の骨関節症
　全身……ミオパチー（クロストリジウム・スト

レプトコッカス・横紋筋融解症）・狂犬
病・EPM・西ナイル熱

破傷風
創の破傷風毒による感染であり、破傷風毒は血
液リンパや抹消運動神経経由で中枢神経に到
達する。
治療法
・抗毒素…100-200U/kg IV or IM
・ペニシリンG…22000-44000IU/kg IV q6h for 
7-10days

・創の局所浸潤…プロカインペニシリン or/

and 抗毒素（3000-9000IU）
致死率は50-80%と高く、ワクチンによる予防
が重要である

ミオパチー
筋萎縮（筋原性／神経原性）と横紋筋融解症（運
動性／非運動性）に分類される。

・多糖類蓄積型ミオパチー（PSSMとEPSMにつ
いて）
筋肉内にグリコーゲンが蓄積してしまうミオ
パチーである。クウォーターホースに起こる
ものをPMMS、ドラフトホースに起こるもの
をEPSMと言われているが、両者に大きな違い
はない。グリコーゲンが異常に蓄積するために、
炭水化物を制限する必要がある。治療法は、脂
肪分が多く、炭水化物が少ない飼料の給餌と、
コンスタントに運動を実施することである。

運動性横紋筋融解症（ER）
複雑な発症要因があり、環境的なトリガーが重要
となる。また遺伝的気質も関与する。
散発性（sporadic）と再発性（Recurrent）に分類さ
れる。

　　●散発性横紋筋融解症（Sporadic ER）
多くの馬に1度や2度のERの発症歴はあるも
ので、将来に大きな影響はない。原因として
は、オーバーワーク、水溶性炭水化物の多給、
ウイルス感染などの合併症、電解質アンバ
ランス、ホルモンアンバランス、VEやセレ
ン不足などが挙げられる。

　　●再発性横紋筋融解症(RER)
筋収縮制御の異常が原因である。
カリウム、ハロタン、カフェイン投与によ
る脱分極の閾値の低下、筋肉内のカルシウ
ム制御の欠陥などが原因となる。

　　＜RERの治療＞
ミオグロビンが細尿管を詰まらせるため、マ
ンニトールなどでの利尿を促し腎臓疾患を
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防ぐ。
　NSAIDS（腎毒性に注意）
　アセプロマジン
　高脂飼料と適度なたんぱく質の給与。
　ダントロレンの投与（必要であれば）。
　環境の改善

　　●非運動性横紋筋融解症について
細菌（Clostridium sp/Streptococcus equi/
Salmonella）、ウイルス（Equine infl uenza virus 
A2/Equine herpesvirus 1）、寄生虫（Sarcocystis 
fayeri）、栄養性（Vitamin Eとセレン不足）、植
物毒によって発症する。

　いわゆる強拘歩様の馬へどのようにアプローチし
ていくかの講義であった。オーストラリアでは、破

傷風の症例がそれなりにあるようで、ワクチン接種
の重要性を再認識させられた。また、我々がよく遭
遇する“すくみ”は、散発性ER・再発性ER・PSSM
のどれにあたるのかを頭の中で整理しておく必要が
ある。これらについてはミネソタ大学のHPに詳し
く記載されているので、紹介する。→〈http://www.
cvm.umn.edu/umec/lab/home.html〉 

　今回、アジアの香港で世界の内科学のスタンダー
ドを学び、世界各国の馬獣医師と出会いディスカッ
ションできたことは、とても貴重な経験となりまし
た。このようなセミナーは、新しい技術・知識を得
ることができる有意義な機会だと考えられ、積極的
に参加していくことが望ましいと考えられます。
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海 外 報 告

AOVET Course-Principles in Equine Fracture 
Managementに参加して

国井博和1）・平間あき子1）・桂嶋勇輔1）・上野雄二2）・大村昴也2）・藤木亮介2）・西岡孝之3）

1．概要
　平成26年3月25日から28日まで、香港においてAO
VET Course-Principles in Equine Fracture 
Managementが開催された。AO Foundationは、骨
折治療の研究や医療機器開発のほか､ 世界中で教育活
動を行う非営利団体である。AO：Arbeitsgemeinschaft
für Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定
法による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当
初はヒトの骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAOTRAUMA、AOSPINE、AOCMF
(Craniomaxillofacial)およびAOVETの4つの臨床部門
に分かれており、それぞれの分野において体系的な
教育活動が行われている。獣医部門であるAOVET
は、主に小動物と馬に分かれて毎年世界各地で研修
会が開催されている。いずれもPrinciple-Advance-
Masterとレベルアップして行く3ステップ構成であ
り、今回我々は馬の内固定の基本を教わるprinciple
コースに参加した。香港で同コースが開催されるの
は2010年以来5年振り2回目である。参加者は、日本、
タイ、マレーシア、インド、オーストラリアなどア
ジア各地から約30名が参集した。

2．講師紹介
Dr. Jörg A Auer
AOVETのチェアマンでありス
イスのチューリッヒ大学教授。
馬の外科学の著者。

Dr.Christopher Riggs
香港ジョッキークラブ診療所所
長

Dr. Christoph Johannes Lischer
独ベルリン自由大学馬外科学と
放射線学の教授

Dr. Ian Wright
Newmarket Equine Hospital院長

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
3）馬事部
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3．研修スケジュール
3月25日（火）1日目
 13：00 講師紹介、AO FoundationとAOVETの

紹介 J. Auer
 13：45 骨癒合、インプラントの意図およびバイ

オメカニクス J. Auer
 14：30 螺子の機能と原理 J. Auer
 15：00 締結ワイヤーの機能と原理 J. Auer
 15：45 【実習】
  ・インプラント機能のデモンストレー

ション（ワイヤー＆螺子）
 18：00 P1単純矢状骨折の診断と手術 I. Wright
 18：30 McⅢ単純外側顆骨折の診断と手術
   C. Riggs
 19：00 ディスカッション

3月26日（水）2日目
 8：00 【実習】
  ・MｃⅢ外側顆骨折のlag screw固定
  ・P１矢状骨折のlag screw固定
 11：00 ギブスおよび創外固定の適応症例と適

用方法 C.Riggs
 11：30 C3板状骨折の診断と手術 I. Wright
 12：00 McⅢ疲労骨折：発症機序と治療
   C. Riggs
 13：30 術前の計画
 14：00 【実習】
  ・C3板状骨折のlag screw固定
  ・MｃⅢ疲労骨折のlag screw固定およ

び骨穿孔術
 16：15 ウマにおける骨移植 C. Lisher
 16：45 ウマの整形外科における麻酔管理
   M. Hurley
 17：15 P3骨折の診断と手術 C. Lisher
 17：45 【実習】
  ・P3矢状骨折のlag screw固定
 18：30 ディスカッション
 18：45 Sha Tin Racecourse 競馬観戦

3月27日（木）3日目
 8：00 下顎および上顎骨折の診断と手術
   C. Lisher

 8：30 【実習】下顎骨折
  ・切歯のワイヤー固定法
  ・下顎枝の片側性水平骨折プレート固

定法
 11：00 プレートの機能と適用 J.Auer
 11：30 単純な肘頭骨折の診断と整復 I.Wright
 13：15 骨膜剥離および成長抑制による肢軸矯

正 J.Auer
 14：00 【実習】
  ・橈骨遠位およびMcⅢ遠位の成長抑制
  ・単純な肘頭骨折プレート固定法
 16：15 症例検討会

3月28日（金）4日目
 8：00 第2指関節関節固定術の適応症例と手術

法 C. Lisher
 8：30 長骨骨折手術法の原則 J. Auer
 9：00 副管骨骨折の診断と手術 C. Lisher
 9：30 【実習】
  ・McⅣ近位骨折のプレート固定法
 10：45 【実習】
  ・McⅢ斜骨折
  ・PIP関節固定術
 14：00 近位種子骨の診断と治療 I. Wright
 14：30 馬整形外科における抗生物質の選択
   P. Robinson
 15：00 骨折馬の応急処置と輸送 I. Wright
 16：00 骨折固定後の感染：診断と治療
   C. Lisher
 16：30 手技的失宜 J. Auer
 17：00 ファイナルディスカッション

【実習風景】

Dr. Auerの熱心な指導
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4．講義および実習内容
 講義は、骨生理、インプラント力学から各種骨折
の診断と治療法や術後管理まで幅広い内容を効率的
に学べるものであった。講義のすぐ後には、模型の
骨を使った実習に移行するのでより理解が深まり、
ちょっとした疑問を先生方に直接質問して手技のコ
ツなどを教わることができたのは貴重な経験であっ
た。特に興味深かった以下の講義や実習の内容につ
いて記述する。

　　【１】第3中手骨外側顆骨折の診断と手術手技
　　【２】第１指骨矢状骨折の診断と手術手技
　　【３】第３手根骨板状骨折の診断および手術法
　　【４】第３指骨骨折の診断および手術法
　　【５】上下顎骨折の診断と手術手技
　　【６】肘頭骨折の手術手技
　　【７】術後感染症
　　【８】症例検討会

【１】第3中手骨外側顆骨折の診断と手術手技
講師：Dr. C Riggs

　第3中手骨の外側顆骨折は骨折線の形態から、短
い不完全骨折、不完全骨折、変位していない完全骨
折、変位を伴う完全骨折、そして長い軸性骨折の5
つに分類される。短い不完全骨折においては外固定
と安静による治療を適応することもあるが、5つのい
ずれの場合においても、早期に疼痛を減らし、治癒
を促し、関節の二次的退行性変化をさせないために
はLag Screw法での螺子固定術が実施される。手順
や注意点について、本会で現在実施されている螺子
固定術と比べ大きな相違点は見受けられなかったが、
今後の手術で活かすべき幾つかのポイントを挙げる。

①変位を伴う完全骨折を整復する場合、用手での整
復が重要であること
　完全骨折では、関節面を完全に整復することが
競走復帰には不可欠である。本会では、Equine 
surgery 4thed(Chapter 92)でも紹介されている
とおり、変位骨折片にグライドホールを開け、そ
こにドリルスリーブを差し込み骨片の操作を
行っている。この時、球節を屈曲・伸展・外反・
内反・回転させると、ドリルスリーブのみで骨片
を操作するよりも骨折線を正確に圧着させるこ
とができる。これは、すぐにでも応用可能な技術
であるため、実践していくべきである。
　変位が著しい場合、関節鏡観察下で関節面に
ズレがないことを確認している。この時関節鏡
は、関節包の背側だけでなく掌側からもアプロー
チ可能であり、症例に応じて関節鏡挿入部位を変
える必要があると感じた。特に、掌側骨軟骨病変
(palmar osteochondral disease lesion, POD lesion)
が由来と思われる骨折の場合は、掌側から関節鏡
で検査する必要がある。これは、POD好発部で
ある顆の中位～掌側を直接観察できるわけでは
ないが、それに関連して近位種子骨基部に形成さ
れる特徴的な関節軟骨の損傷を確認することが
できるからである。

②多くの外側顆骨折は関節面矢状稜付近の掌側から
生じること
　本骨折は外側顆の軟骨下での疲労損傷が原因
となり、大部分は外側顆の関節面掌側から亀裂が
入る。通常の背-掌側レントゲン像では、この掌
側の短い不完全骨折は描出されないことがある。
また、POD病巣を検査する際も関節面掌側を注
意深く検査する必要がある。そのため、台を用い
るなどで水平面に対し中手指関節の遠位から近

Dr. Lisherを質問攻め

＜掌側関節包からの関節鏡像＞ ＜肉眼所見＞

近位種子骨には関節軟骨の糜爛などの損傷が確認される
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ないのであれば実施してもよいとの回答であっ
た。しかし、インプラントは可能な限り少ないほ
うがよいという助言もあり、術後が良好であれば
螺子の本数はどちらの方法も間違いではないと
いうニュアンスであった。

【２】第1指骨矢状骨折の診断と外科的治療法
講師：Dr. I Wright

　Principle CourseということでLag Screw法の基本
を学ぶ講義、実習であったが、知識、手術手技を整
理するという意味でもとても有益な内容であった。
実習においては世界の名だたる先生方が基本的な質
問に対しても丁寧に答えてくださり、教育に対する
強い熱意をひしひしと感じた。以下に第1指骨矢状
骨折に対する外科的治療法において講義、実習中に
聞いたポイントを記す。

1．骨折の評価・分類
　骨折のタイプは大きく分けて以下の4つに分類さ
れる。
①不完全骨折（骨折線が30mm未満）
②不完全骨折（骨折線が30mm以上）
③完全骨折（骨折線は外側皮質に破折）
④完全骨折（骨折線は近位指関節に到達）

位方向へ撮り上げる角度や、骨折線に対し左右に
ずらした角度を細かく変えて撮影し、注意深くレ
ントゲン検査を行うことが重要である。

③術前の外固定にはフレックスサポートを実施して
はならないこと
　外側顆骨折が診断後されてから手術までに実
施される外固定は、ヒールアップキャストやキム
ジースプリントの様なフレックスサポートを避
けるべきである。これらの外固定は、特に変位を
伴う完全骨折の場合に、球関節の屈曲に伴い骨折
片近位側が背側、関節面側が掌側に変位する力が
働き、疼痛や炎症を促進する可能性がある。

④術後管理について
　骨折線が近位まで伸びている場合には、全身麻
酔からの覚醒時のみハーフリムキャストを巻く
が、術後3週間はロバート・ジョーンズ包帯で維
持する。その期間、巻き替えの度に球節の屈伸を
行うことが推奨されていた。また、変形性関節症
を予防するために、ペントサンポリ硫酸、ポリ硫
酸グリコサミノグリカン、そしてヒアルロン酸を
用いる。

⑤螺子の挿入部位と本数について
　変位を伴う完全骨折の場合、骨折片を強固に
圧迫するため、関節面に近い遠位領域に2本の皮
質骨螺子を挿入する術式がある。この術式を用
い、本会で整復した骨折症例について症例検討を
行った。関節面の骨折線を寄せるために、関節面
に近い上顆溝の遠位に螺子を挿入することがよ
いかという質問に対しては、螺子の挿入可能領域
は、軟骨下組織に干渉しない上顆溝の近位3分の2
の領域であると回答された。また、同じ目的で螺
子を2本挿入する点については、技術的に難しく

＜台を用いる撮影法＞ ＜撮り上げのイメージ図＞

＜本会で手術した症例＞

＜テキストで紹介された症例の挿入部位＞
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　どのタイプに対しても可能であれば螺子固定術実
施が推奨されるが、①の場合には保存療法でも良好
に治癒する。②～④に関してはそれぞれの骨折線に
対して適切な螺子の挿入が求められる。

2．外科的治療法（＝Lag Screw Fixation）
1）術前の評価
①骨折の形状の評価
　術者は予想される骨折の形状を正確に把握した上
で手術に臨まなくてはならない（講師陣は何よりも
この点を強調していた）。そのためには術前のX線
画像診断を十分に行う必要がある（CTが使える環境
であれば必ず使用する）。
②螺子の本数の決定
　骨折線の長さに応じて、30mm未満の場合には1本、
それ以上の場合には螺子の間隔が20～ 25mmにな
るように1本ずつ挿入。最も遠位の螺子は骨折線の
遠位端に合わせる。骨折線が見えていない部分には
絶対に螺子は挿入してはならない。
③螺子の位置の決定
　近位に2本挿入するいわゆるトライアングル法は
その有用性が証明されていないため、また近位に１
本でも固定力は十分だと考えているためDr.Wright
は実施していないとのこと。もし実施する場合には
掌側の螺子が極端に掌側寄りにならないように注意
が必要。
　通常の方法（近位に螺子１本）の場合には、繋側靭
帯を解剖学的な目印としてその背側に挿入するのが
ベスト（結果としてやや背側に入ることになる）。2
本目以降は20～ 25mm間隔で繋側靭帯を避けるよ
うに骨体の中央に挿入。
　骨折線が遠位で螺旋状に伸びている場合には骨折
面に対してできる限り垂直になるようなアングルで
螺子を挿入するべき。
2）術中
　手技の中でポイントとなる部分を以下に記す。
　①切皮
　メスを突き刺した（1cm）程度の術創で問題ない。
骨膜は剥がさない。
　②グライドホールの造孔
　始めはドリルを軽く当てた状態で回転させ、い
わゆる“面取り”を行った後にゆっくりと力を加え

て骨折線に到達するまで掘り進める。本研修での
実習では必ず骨折線が見える位置で3cm程度の切
開を行い、目視によってドリルの到達及び骨折の
整復を確認していた。目視による確認を行わない
場合には、必ず術中のX線検査を行って確認すべ
きとのこと。
　③骨折の整復
　完全骨折において、変位が小さい場合には
Reduction forcepsのみを用いた整復が可能である
が、変位が大きい場合にはそれだけで整復する
ことが難しいため、グライドホールに3.2mmのス
リーブを差し込んでこれをハンドルとした上で
整復する方法が推奨されていた。更に関節面の整
復の確認にはX線検査のみでは僅かなズレを確認
できないことがあるため必ず関節鏡を用いてい
るとのこと。
　④カウンターシンク
　皮質の厚さによって掘り方を変える必要があ
る。基本的には螺子頭全体を使うことを意識して
掘る必要があるが、薄い部位では皮質の破綻を防
止しなくてはならないため、軽く掘る程度で止め
る必要がある。斜面に掘る場合は一番深く掘った
部位で螺子頭がしっかり皮質に埋まるようにす
るのがベストとのこと。
3）術後
　全身麻酔からの覚醒時にはハーフリムキャス
トを装着し、術後2、3日以内に圧締包帯に巻き換
える。その後は最低でも約3週間程度は包帯を継
続した方がよい。
　術後のX線検査において、術前の評価よりも重
度の骨折であったことが判明する症例は多くあ
るため、4週間の舎飼いの後には曳き運動を始め
る前に必ずX線検査を行う必要がある。

【３】第３手根骨板状骨折の診断および手術法
講師：Dr. I Wright

　本会でも一般的に実施するようになった第３手根
骨板状骨折についての講義および実習にて学んだこ
とを以下に記す。実習では関節切開による橈側面お
よび中間面をまたぐ骨折に対して螺子2本を挿入す
る練習を行った。本会で実施している関節鏡を用い
た術式に関しては講義での内容を中心に記述する。
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◎板状（矢状含む）骨折のパターンおよび診断
　基本的に本会で実施している診断法と相違はな
かった。
　板状骨折は基本的に腕節の3方向（外-内側方向、
背外側-掌内側方向、背内側-掌外側方向）のレントゲ
ン像で診断可能であり、骨片の変位を認める場合は
屈曲させた状態でも撮影し、変位の程度を確認する
（屈曲させた状態では骨片は元の位置に近づく）。矢
状骨折の場合は背-掌側方向で診断できる場合があ
る。いずれの骨折もスカイビュー像にて骨折の形状
を確認する。骨折は一般的に近位関節面から遠位方
向へ伸びる。
　不完全骨折はほとんどの場合、近位にて発生し、
程度は様々であるが、軟骨下骨から海面骨まで伸長
したものである。スカイビュー像でしか診断できな
い場合も多い。
 骨折のパターンについては以下があげられる。
①橈側面の板状骨折　（約60％）
②中間面の板状骨折　（約5％であり、骨片の大きさ
は①より小さい）
③矢状骨折　（約10％であり、橈側面の内側が多い）
④橈側面および中間面をまたぐ骨折
⑤橈側面および中間面の2カ所の骨折　（約20％）
⑥粉砕骨折

◎関節鏡を用いた骨折の整復および手術法
　板状骨折の整復および内固定については概ね本会
で実施している手法と同様であったが、今回の研修
において、螺子の方向を決定付けるガイドの針先を
第3手根骨の掌側溝（palmar fossa）に押し込むことに
より、針を安定させることができるという有益なア
ドバイスを得ることができた。このためには静注用
の18Gの針では短いため、カテラン針をここに用い
ることで正確な位置決めが可能になるのではないか
と思われる。針の位置が安定していれば、ドリリン
グまでの位置決めの確認作業が省けることになり時
間短縮にもつながると考えられるため、積極的にこ
の手法を試してみたい。
　また、研修全体を通して螺子固定におけるカウン
ターシンクの重要性について非常に強調されてい
たように感じた。特に、第３手根骨の背側面は凸面
カーブが急であるためスクリューヘッドにピンポイ

ントに力がかからないようにするため、圧着力を最
大限発揮させるため、およびスクリューヘッドが関
節包、手根間靭帯および橈側手根伸筋腱に飛び出さ
ないようにするために、どのようなサイズのスク
リューであってもカウンターシンクの作成は重要で
あるとのことであった。骨片が小さい場合や薄い場
合では、骨片が割れてしまう危険性があるが、力の
加減等は反復により感覚を身につける必要があると
感じた。

以下に手術におけるポイントを記す。
・骨片の背側面から骨折線までの距離および第３手
根骨の背掌側間の距離の測定は真横からのレン
トゲン像が最も確実であり、手術前に測定してあ
らかじめ螺子の長さの検討をつけておく。
・手術時の体位は仰臥位も横臥位も選択できるが、
仰臥位では肢のポジションを多彩に変えること
ができ、両側の場合も可能。
・関節鏡で観察しながら、骨折線の両端に刺すガイ
ドの針には22または23Gを用い、骨折部の幅を正
確に把握するために手根骨の背側面に対して垂
直に刺入する。これら２本の針の中間で近位関節
面に平行かつできるだけ骨折線に垂直になるよ
うに18Gの針（spinal needle）を刺入する。この針
がスクリューの位置および方向を決める上で最
も重要である。【前述のアドバイス】
（※関節鏡は「魚眼」像となるため、関節鏡による観
察のみで骨折線の中心を正確に把握することは
できない。）

・18Gの針の位置を決めた後、手根中手関節に22ま
たは23Gの針を挿入する。（必要に応じて、この
タイミングで針の位置および方向をレントゲン
にて確認する。）

・18Gおよび手根中手関節の針を参考に骨片の中心
部を切開し、骨折面に達するまでグライドホール
を18G針と平行になるように作成し、その後この
位置にスリーブを挿入する。この時点では完全に
骨片が整復されていないことがほとんどである
ため、助手の操作の下、関節鏡で観察しながらス
リーブを用いて骨片を操作する。骨片の整復位置
が決まれば、その位置で術前の第３手根骨の背掌
側間の測定距離を目安としてスレッドホールを
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作成する（これらの過程は、必要に応じてレント
ゲン撮影もしくはX線透過撮影にて観察）。

・螺子は3.5または4.5mm（骨片の厚さが10mm以下
であれば小さい螺子）を用いる。
・スクリューヘッドのサイズに応じたカウンターシ
ンクを作成する。
・骨片を整復固定した後、関節鏡手術の要領で細か
い骨片や分離した軟骨を除去し、関節内を洗浄する。

※④橈側面および中間面をまたぐ骨折について
　　以下の2パターンが存在する。
　ⅰ．橈側面のほぼ中央から中間面と第４手根骨の

関節面に向かって曲線を描く骨折線
　ⅱ．橈側面と第2手根骨の関節面から中間面と第

4手根骨の関節面に向かって直線的に伸びる
骨折線

　　　　変位の程度は様々であるが、一般的に、⑤
橈側面および中間面が同時にそれぞれ骨折
した場合よりも変位の程度は軽度である。

　　　　整復および固定は前述と同様だが、螺子２
本で固定する場合がほとんどである。骨折
線を把握するための22または23Gの針は４本
用いて位置決めし、2本の螺子が干渉しない
ように注意し、基本的には4.5mmを用いる。

　板状骨折が不完全骨折の場合は基本的に保存療法
である。他の手根骨の骨折（多くの場合は橈側手根
骨）を伴い手術を実施する場合は、全身麻酔からの
覚醒起立時に不完全骨折が悪化しないように2.7mm
もしくは3.5mmの螺子で固定する。しかし、注意し
なければならないこととして、関節軟骨が損傷して
いない場合、関節鏡下で骨折部が確認できないこと
があげられる。このような場合には安全な整復は不
可能である。骨折部が確認できる場合は、前述と同
様の手順で内固定を行う。

◎術後の処置について
　基本的には包帯のみであるが、骨折が複雑な場合
は覚醒時のみフルリムキャストにて起立させる。周
術期の抗生剤および鎮痛剤の選択は骨折の程度に応
じて変更する。
　舎飼いは2‐ 6週間とし、損傷の程度により決定

する。運動制限の期間を長めにとり6‐ 8週間とし
て、まず曳き馬、次に必要に応じてウォーキングマ
シンでの運動とする。包帯を除去した後は、痛みを
認めない最大限まで腕節を屈曲させる手動での屈曲
運動を続ける。
　ウォーキングの期間を経た後は、騎乗での速歩運
動やパドックでの自由運動を取り入れる。この時期
はプール調教も効果的である。調教に復すまでの平
均期間は概ね６ヶ月である。
 過去の報告によると板状骨折の手術後の競走復帰
率は72％（サラブレッドとスタンダードブレッド
での報告）であり、競走復帰までの期間は平均9.5 ～
11.5 ヶ月（サラブレッドのみでは10.4 ヶ月）であると
のこと。復帰後の競走能力は統計上、骨折発症前と
変わらないとの報告もある。

【４】第3指骨々折の診断および手術
講師：Dr. C Lischer

　第3指骨々折は競走馬に多く見られ、一般的に以
下の6つのタイプに分類される。
Ⅰ：非関節性の遠軸性骨折
Ⅱ：関節性の遠軸骨折
Ⅲ：関節性の遠軸骨折
Ⅳ：関節性の伸筋突起骨折
Ⅴ：関節性の粉砕骨折
Ⅵ：蹄底縁骨折
　このうち、螺子固定術の対象はタイプⅢおよびタ
イプⅡの一部である。タイプⅢにおける保存療法では、
二次骨癒合の治癒過程を経ることが多く、関節面が
転移している場合には変形性関節症となるとのこと
であった。タイプⅢの手術手順は以下の通りである。
（1）X線マーカー（画鋲やワッシャーなど）を蹄

壁に貼り付け、側方像のX線撮影を行い、最
適な螺子挿入位置を決定。

 （2）10㎜ドリルビットで蹄壁に造孔し、デプス
ゲージで蹄壁の厚みを測定。

（3） 長軸に垂直となる目印（カウンターシンクな
ど）を蹄底に配置し、それと平行な4.5㎜グラ
イドホールを造孔。

（4）3.2㎜スレッドホールの造孔、タッピングお
よび螺子の挿入は定法の通り。ただし、螺子
長は蹄壁の厚さ等を考慮して決定。
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　手術手技は通常のLag Screw法と同様であるが、
螺子挿入位置が重要なポイントであると感じた。
C.Lischer氏によると、挿入位置を以下のとおり決
定しているとのことであった。

①第2指骨長軸の延長線上で蹄
冠から15㎜の位置をA点

②第2指骨長軸に平行で伸筋突
起から15㎜の位置をB点

③第2指骨長軸に平行でA点と
B点の中点から15㎜の位置が
挿入位置

　本会ではタイプⅢの骨折の場合、積極的に手術を
選択していない。しかしながら、螺子固定後の競技
復帰率は比較的高いことから、今後、症例を重ね、
安全に手術を遂行できるように手術手技の習熟を図
りたい。また、実習ではタイプⅢを想定した螺子1
本での固定を実施したが、螺子2本で固定すること
により、ローテーション防止とコンプレッション増
を期待できることから、こちらについても研鑽を積
みたい。なお、タイプⅣについては、骨折片のサイ
ズが小さい場合には関節鏡下での骨折片除去が推奨
されるが、骨折片のサイズが大きい場合には螺子固
定を行うようである。ただし、予後は不明とのこと
であった。

【５】上・下顎骨々折の診断と外科手術
講師：C. Lischer

◇頭部の骨折の中で最も多いのは下顎骨々折で
ある

◇上・下顎の骨折はフェンスなどで馬が遊んだ
り引っ張ったりした際や他馬に蹴られたり、転
倒したり、何かに激突したり、医原性に歯を除
去しようとした際に発症する

診断
・共通の臨床症状は咀嚼が困難になり、過度の流
涎を認めることである

・開放創、局所的な腫脹そして顎の非対称性が認
められる場合もある

・歯科検診と顎関節を含めた顎すべての部分の注
意深い触診が重要である

・ほとんどの場合がX線撮影によって確認される
が、複雑な骨折と顎関節の関与を精査するため

にはCT撮影を検討するべき
・横骨折を発症した際には外貌上皮膚が損傷を受
けていない場合でも、口腔内で骨は薄い皮下織
と粘膜にしか覆われていないため、口腔内に開
放している可能性は高い

術前マネージメント
・骨折部位だけでなく全身状態の精密検査を行う
　特に、脱水、酸性ベース障害（酸塩基平衡）と低
栄養状態のような代謝疾患には注意が必要で
ある。
・口腔内は麻酔前に徹底的に洗浄を行う

ワイヤー固定法
ワイヤー固定は最も頻繁に行われる上・下顎骨々折
の整復方法である
この方法は非常に用途が広く、安価で、他のインプ
ラントと併用して用いることができる

施術法：下図の骨折（第2・3切歯根部の骨折）に対す
る施術例

全身麻酔下、横臥位で実施

①2.5mmのホールを歯間に作成する
②ドリルガイドを用い、吻側から舌側の歯肉を貫通
するように斜め方向に掘る
　造孔位置はすべての切歯間（赤マル部分）
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③第2・3前臼歯を含めて固定する際は頬部の切開が
必要となり、目印は第2・3前臼歯の間の歯間三角。
同部も造孔する

④通常は直径1.25mmのワイヤーを使用し、前臼歯
⇒骨折部位⇒正常歯間にワイヤーを通す

⑤プライヤーでループを保持した状態で牽引するこ
とで、約1cmのループを作成

⑥全歯間に作成したループにワイヤーを通し、始端
と終端を締結する

⑦ワイヤーの締結は均等にねじられるように一定の
テンションをかけながら行う
⑧同様にループも固定する　※順番は写真と異なり、
骨折部位側から行う

⑨この時点では、まだ骨折部位に動揺が認められる
ため、前臼歯間とのワイヤーをねじり固定

完成図
24時間以内に採食可能
口腔内の洗浄は毎日実施

下顎骨横骨折
　下顎骨横骨折は保存療法で治癒が期待できる場合
もあるが、動揺性と変位骨折のために飲食が困難と
なっている場合には、プレートと螺子を用いた外科
的な固定の検討が必要となる。

　プレート固定を行う利点は骨折部位を引き寄せた
状態で固定できることであるが、プレートのみの固
定では骨折線を横断するプレート部分に過度の負荷
がかかり、器械的に固定力が弱くなってしまう。

　そのため、プレートと口腔内のテンションバンド
ワイヤーと併用することにより安定性を増し、負荷
不全のリスクを軽減する必要がある。
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施術法：下図の骨折に対する施術例

手術は全身麻酔下仰臥位でおこなう
①プレートは８穴LC-DCP

　　　　　　　挿管は経鼻で実施
②Bishop bone clampやASIF small bone reduction 
forcepsを用いて上・下顎骨を一緒に挟み、咬合
面を確認した後（左図）に骨折の整復・固定を行う
（右図）

③骨折線を確認し、同部のデブライドを行うために
骨折部の下顎骨腹側外側面に沿って皮膚切開を
行う
④さらにテンションバンドワイヤーを実施するため
の切開を行う
⑤微小な遊離骨片は除去するが、大きなものや骨膜
に付着した骨片は除去せずにいっしょに固定し、
動揺する歯も整復の安定性を維持するために保
持するべきである

⑥Reduction forcepsを用いて骨折を整復・固定した
後、bending templateを用いてプレート設置位置
（骨折線をまたいで頭側4穴、尾側4穴）の型取りを
行う

⑦プレートをbending templateに合わせて整形し、
骨折部位に設置する
　第１螺子：最も尾側のホールに4.5mm cortex 
screwを挿入（neutral hole）し、完全に固定する

　第２螺子：頭側から2番目のホールにcompression 
screwを挿入し、骨折部位を整復する（左図）
　第３螺子：骨折線を横断するLag screwを挿入し、
骨折部位を固定する（右図）
　３本のscrewを 再 び 完 全に締め、reduction 
forcepsを除去する

　第４～ 8螺子：残りのホールにscrewを挿入
（neutral hole）し、テンションバンドワイヤーを
設置

LCP
・LCPテクニックは下顎骨横骨折に対して推奨され
る固定方法である
・LCPを使用する場合は最小侵襲法をもちいて下顎
の腹側にプレートを設置する
・プレートを皮下に滑り込ませることによって耳下
腺管と顔面動静脈の損傷を避ける
・骨折線より頭側および尾側に最低限２本ずつの

Mandibular ramus,diastema region-Unilateral fracture
Repair with narrow 8-hole 4.5 LC-DCP and tension band wiring

Jörg A Auer

Christoph Lischer
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locking screwsを用いることが推奨されている
・骨折部位近くのスクリューは避けるべき
・CアームやDRを用いた画像診断は、歯根の損傷
を避け、適切な位置にインプラントを設置するた
めに必要である

【６】肘頭の骨折について
講師：Dr. I Wright

・分類
Type1はSalter Harris Type1に相当する骨端の剥離
Type2はSalter Harris Type2に相当する肘頭の頭側
または尾側を含む骨端の骨折
Type3は肘頭の切痕を横または斜断する骨折
Type4は肘突起の近位を横または斜断する骨折
Type5は粉砕骨折
Type6は尺骨骨幹の骨折で、おそらく橈尺骨関節に
及んでいるもの

・治療について
　変位していないまたはわずかしか変位していない
Type6について保存療法が好ましい。その他につい
ては外科的整復が適応である。

　手術は患肢を上にして横臥で実施する。患肢を
やや曲げた状態で水平にし、腕節をサポートする。
DCP、LC-DCP、LCPすべて使用できるが、ほとん
どのケースにおいて幅の狭いDCPを使用する。幅
が広いタイプは650kg以上の馬に対して使用する。

　プレートは肘頭の尾側面に置くことで張力を最適
化し、スクリューの軌道を確保する。肘頭の近位内
側にくぼみがあるために、同部への貫通を避けるた
めに橈尺骨関節近位へ、わずかに尾内側から頭外側
へのスクリューの軌道を描く。また、スクリューは
橈骨頭側の皮質にかみ合わせるべきではない。

　18 ヶ月齢までは橈骨と尺骨の成長が違うため、
若齢において両者を固定してしまうと、肘の形成

不全を招くことになる。したがって、若齢個体にお
いては、尺骨のみの固定が好ましい。しかしながら、
スクリューが橈骨尾側の皮質を貫通してしまった場
合には、骨折が癒合した後にインプラントを除去す
ることが可能である。（一般的に術後12～ 16週）

　実習ではType3の骨折を想定しDCPでの固定を試
みたため、以下に簡単に手順を示す。

プレートを曲げ、骨体にあわせる。
骨折側はわずかにオーバーベンドさせる。

次に下から２つ目の穴に3.2mmのドリルビッ
トにてロードポジションで穴を開け、スク
リューを挿入する。
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上から3番目の穴に3.2mmのドリルビットで
ニュートラルポジションに穴を開け、スク
リューの長さを決めたあと、タップを切り、
スクリューを挿入する。ただし、完全には締
めない。

2つのスクリューを締め、骨体を圧迫する。

4.5mmのドリルビットでグライドホールを作
成。

骨折線を跨いだら、3.2mmのドリルに取替え、
スレッドホールを作成し、長さを測定。見え
ない部分の穴に影響がでないように4mm短
いスクリューを選ぶ。

スレッドホールの終止部が見えないため、注
意深くタップを切り、スクリューを挿入し
しっかりと締める。

最初に挿入したスクリューをしっかりと締め
る。
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その他の穴にニュートラルポジションでスク
リューを挿入する。
症例によっては、10穴プレートが好ましい場
合もある。

【７】内固定術後の感染について
講師：Dr. C Lisher

　内固定の術後感染は、骨折の治癒過程を阻害して
内固定の不安定化を招く、重篤な合併症である。軟
部組織の侵襲を最低限に抑えること（特に血流の保
存）、徹底した無菌操作、手術時間の短縮および周術
期の抗生物質投与により予防することが重要である。
　しかし、感染は開放性、閉鎖性に関わらずあらゆ
る整復法や固定術で発生する可能性があり、その兆
候を見逃さずにアグレッシブに治療することが成功
へのカギである。以下に講義の要点を紹介する。
①Denial is the worst enemy! （現実から目を背ける
な！）
　術創、歩様および全身状態のモニタリングを定期
的に行い、少しでも異常を感じたらすぐに対処す
るべきである。「少し腫れが増えたけど、浮腫かも。
明日になったら消えるかも。」などと現実から目を背
けず早急に確認検査を実施するべきである。フェニ
ルブタゾン投与中も微熱が継続するというのは典型
的な感染兆候である。講師の先生方がユーモアを交
えて口々にこのことを強調していたのが印象的で
あった。馬整形外科の最先端を行く先生方も、我々
と同じように悩み迷うことがあるのだと少なからず
親近感が沸いた。

②Implant infectionはいつでも起こる（術後２ヶ月で
も）

　感染は、術後２週間以内の急性感染から10週間以
上経過して発症する慢性感染まで様々な形態がある。
細心の注意を払って無菌的に手術を行っても、包帯
交換の際に感染が成立してしまうケースがあるので、
術創が完全に治癒するまでは徹底した無菌操作を心
掛けるべきである。また、包帯交換は必要最小限の
回数に留めるべきである。

③感染を疑ったら、まずエコー検査を行う
　感染成立から２週間以上経過しなければレントゲ
ン上の変化は認められないため、感染初期のレント
ゲン検査は有益ではない。まずは無菌的にエコー検
査を行い、インプラント周囲の皮下組織への液体貯
留を確認する。液体の貯留が認められれば、診断的
な穿刺吸引を行って原因菌を同定する。

④細菌分離されない≠感染していない
　骨折部位における感染の多くは、細菌がバイオ
フィルムを形成しているため、通常の培養法では細
菌が検出されない。複数の臨床症状が感染を示して
も培養結果が陰性となることが多いので注意が必要
である。抗生剤の選択は、すでに投与したもの以外
で考えられる原因菌に有効なものを選択し、感受性
試験の結果次第で適宜変更する。

⑤Infection+Instability＝予後不良
　感染しても内固定さえ安定していれば、積極的な
抗生剤投与、感染組織のドレナージュやデブリード
マンにより感染が抑えられて骨折が治癒する場合も
ある。しかし、内固定まで安定性を失ってしまうと
骨折は決して治癒しないので、諦めるしかない。

【８】症例検討会
　研修３日目には、AOvet course恒例の症例検討
会が開催された。トラブルがあった症例などを各々
事前にスライドにまとめ、皆の前で発表して講師の
先生方の意見を伺うスタイルである。

症例①：第１指骨骨折（外方破折）に対する螺子固定
術の検討
　骨体2/3位で外方へ破折したP1不完全骨折症例
について、斜骨折部分の対処法について質問した。
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Dr. Lischerは、我々の術式と同様に矢状骨折部分
のみを固定するとの意見であったが、Dr.Wrightは、
術前にレントゲンを多方向から撮影して骨折線を検
証すれば、外側遠位への完全骨折であることが判明
したはずとの意見であった。回顧的意見ではあるが、
この角度の斜骨折ならば、骨折線に対して垂直に螺
子を挿入することは可能であり、compressionをか
ければ斜骨折部位も矢状骨折部位と同様に良好な一
次癒合が得られた可能性があるとの指摘をもらった。
　術後にギブスをもっと長く装着していれば骨贅性
が抑えられたかと質問したところ、関係ないとの見
解であった。ギブスは関節を不動化するだけのもの
であり、骨折の癒合にはcompressionが必要である。

症例②：第１指骨完全骨折に対する螺子固定術の検
討

　遠位関節面に到達する第１指骨の完全骨折症例に
ついて、さらに遠位にもう１本挿入するべきであっ
たかと尋ねたが、関節内に螺子を挿入する危険性が
あるので必要ないとの意見を頂いた。近位関節面に
近い２本について、掌側の螺子は、P1近位掌側の
凹面を考慮してもっと背側に入れるべきとの指摘が

あった。

症例③：変位した第３中手骨外側顆の完全骨折に対
する螺子固定術の検討

　固定を強固にする目的で、トライアングル法（関
節面に近いMt3遠位の位置に4.5mm螺子を2本挿入
した）本症例に対し、先生方の意見を伺った。
Dr.Wrightは、トライアングル法で固定が強固にな
るというエビデンスがないため、自分は実践しない
という。間違いではないが、個人的には整復がきち
んと出来ていれば1本で固定の強度に問題ないと考
える。術前にスカイビュー像を撮る必要はなく、む
しろ屈曲するほど骨片が変位するため絶対にやるべ
きではないとの指摘があった。
Dr. Lishcerもトライアングル法に賛成ではないが、
もしトライアングル法で螺子固定するなら、理想的
な螺子の配置であるとのお褒めの言葉を頂いた。

症例④：第３手根骨矢状骨折に対する螺子固定術に
ついて

　この症例は、第３手根骨内側（橈側面）の矢状骨折
に対して3.5mm螺子1本で固定する計画であったが、
ドリリングの際に遠位へ滑ってしまい、想定より遠
位に螺子が入ったため近位にもう１本挿入したもの
である。遠位の1本だけで固定すると近位関節の骨
折線が開いてしまう可能性があるため、これは正し
い判断であり、狭いスペースに2本きれいに挿入で
きているとのお褒めの言葉を頂いた。近位の螺子が
第2手根骨との関節にかかっているように見えるの
が少し気になるが、スカイビュー像の角度でそう見

術前 術後３日

術後２ヶ月　
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えるだけかも知れない。術後に跛行が出ていないこ
とから問題ないと思われる。

　また、症例検討会では取り上げられなかった距骨
骨折症例について、直接Dr. Lisherにレントゲンを
見せて螺子固定の適否を質問したところ、非常に珍
しい症例であり、もっと様々な角度のレントゲン画
像を見ないことには判断できないとの回答であった。
また、距骨内側の微小骨片が気になるとのことで、
内側側副足根靭帯が断裂している可能性があるため
エコー検査も実施するべきとの指摘を受けた。我々
は、跛行＝レントゲン検査と考えてしまう傾向があ

るが、軟部組織の損傷が疑われる場合はエコー検査
も併用する習慣をつけるべきだと感じた。

最後に
　綿密に組まれたスケジュールのおかげで、４日間
という短い期間で馬の骨生理から骨折手術法までを
系統的に学ぶことができた。基礎的な内容のみなら
ず、複数の教科書や論文を読まなければ得られない
ような最新の知見が、１時間程の講義で全て聞ける
という点でも非常に濃い内容の研修であった。
　また、世界で超一流といわれる先生方に直接ご指
導頂けたのは大変貴重な体験となった。カウンター
シンクの削り具合、螺子の締め具合、骨片整復時の
肢の操作法など、テキストには記載されないような
細かい手技の要点を手取り足取り丁寧に教えて頂き、
体得できたことが何よりも嬉しく、今回の研修の大
きな収穫となった。
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特 別 記 事

競走馬の薬物規制制度について

JRA美浦トレーニング・センター　競走馬診療所　上野儀治

はじめに
　JRAでは、平成5年に第4回小倉競馬に出走し１着
となった競走馬の尿検体から禁止薬物が検出された
ことを最後に、ほぼ20年間陽性事例は発生していま
せん。しかし、海外では毎年千数百件の陽性事例が
発生しており、昨年ニューマーケットで発覚したア
ナボリック・ステロイド（AS）の不正使用とこれに
よるゴドルフィンの調教師の8年間の調教師資格停
止は海外の競馬サークルに大きな衝撃を与えました。
さらに、本年は動物愛護団体が米国の有力調教師の
馬の福祉に反するような競走馬への薬物使用を暴露
し、これも競馬界を揺るがす大問題として世界のマ
スコミがセンセーショナルに取り扱っています。
　このようななか、一見平穏にみえるわが国の競
馬のドーピング事情ですが、海外からは旧態依然
とした薬物規制制度が問題視されており、以前か
ら陽性事例が少ないのもそのためだという批判の
声があがっていました。特に、わが国が2007年に
競馬の国際格付けでパート１に認定されてからは、
世界各国の競馬主催者で構成される国際競馬統括
機関連盟（International Federation of Horseracing 
Authorities，IFHA）から、パート１国に相応しい薬
物規制制度の導入を強く求められる状況となってい
ます。本稿では海外とわが国の薬物規制制度を紹介
し、日本競馬の国際化に向けた薬物規制制度の取組
みとその方向性について、私見を交え述べさせてい
ただきたいと思います。

競馬における薬物規制
○諸外国の薬物規制
　欧州をはじめとする諸外国は、IFHAで取りま
とめられた「International Agreement on Breeding、

Racing and Wagering（生産、競馬及び賭事に関す
る国際協約）」（表1）に基づいて、主催者ごとに禁止
薬物を規定し、主催者ルールとして薬物規制を実施
しています。この協約では、禁止薬物を「哺乳類の
身体系統のうち一つ以上に作用する可能性のある物
質」、「内分泌物質およびその合成物質」、「隠蔽薬」、
「酸素運搬体」、「直接的あるいは間接的に、遺伝子
の発現に影響する、あるいはそれを操作する物質」
と定義しています。すなわち、海外では、競走能力
への影響の有無とは関係なくあらゆる薬物の影響下
にない状態で出走することが競走馬に求められてお
り、この点が、競馬法31条に基づき競走能力を一時
的にたかめ又は減ずる薬物を禁止薬物としてきた日
本との大きな違いとなっています。 
　　【競馬法】第31条 

次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲
役又は300万円以下の罰金に処する。
（2）出走すべき馬につき、その馬の競走能力
を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤
を使用した者

　また、日本のドーピング検査は、競走後に尿を採
取し行う競技内検査を主体としていますが、欧州
では、この競技内検査に加え、調教中の検体を採取
し検査する競技外検査（Out of Competition Testing，
OOCT）が2002年に導入され、蛋白同化作用を期待
したAS・成長ホルモン、赤血球増加作用を狙った
エリスロポエチン（EPO）の不正使用の摘発に乗り
出し、今日では海外のほとんどの主要な主催者がこ
の競技外検査を実施しています。ご存知の方も多い
と思いますが、アスリートのドーピングの国際的
な監視機関である世界ドーピング防止機構（World 
Anti-Doping Agency，WADA）も、蛋白同化作用を



（332） 馬の科学　vol.51（4）2014

有する薬物やEPOなどの薬物を「常に禁止される物
質」に指定し、これらの薬物を対象としたOOCTを
練習中のアスリートに対し抜き打ちで行っておりま
す。これは、人、馬を問わずスポーツ競技の価値を
守るためには、アンチ・ドーピング体制の確立が不
可欠であり、これにより競技の公平性・公正性を高
めることなくして競馬や競技会の発展はないと考え
られているからです。これに加えて、馬という動物
を扱う競馬においては、近年欧米を中心に関心が高
まっている動物の福祉の観点からもアンチ・ドーピ
ング活動は非常に重要と考えられています。なぜな
ら、馬の福祉をないがしろにし、競走馬への不適当
な薬物使用が続けば、競馬産業自体が社会に受け入
れられなくなることが明らかだからです。したがっ

て、競馬産業の健全性を担保し、またそれを対外的
にアピールするためにも、欧米の競馬主催者はアン
チ・ドーピングの取組みに力を注がざるを得ない状
況にあると言えるでしょう。

○日本の薬物規制
　わが国の競馬の薬物規制制度は、永く競馬法に基
いた薬物規制を実施してきました。具体的には、各
競馬主催者は競馬法31条をもとに禁止薬物に関する
規程を設け（中央競馬においては「日本中央競馬会競
馬施行規程」、地方競馬においては「地方競馬実施条
例施行規則など」）、「競走能力に影響を及ぼす薬物」
を禁止薬物と定義して、麻薬・向精神薬、興奮薬、
中枢抑制薬及び筋肉増強薬など96品目122薬物（2014

PROHIBITED SUBSTANCES
10. The following are prohibited substances:
・Substances capable at any time of causing an action or eff ect, or both an action and eff ect, within one or 
more of the following mammalian body systems:

the nervous system
the cardiovascular system
the respiratory system
the digestive system
the urinary system
the reproductive system
the musculoskeletal system
the blood system
the immune system except for licensed vaccines against infectious agents
the endocrine system.
・Endocrine secretions and their synthetic counterparts
・Masking agents
・Oxygen carriers
・Agents that directly or indirectly aff ect or manipulate gene expression

禁止薬物
　10．次のものが禁止薬物である
・いかなる場合も、以下にあげる哺乳類の身体系統のうち、１つ以上に作用するか影響を及ぼす、もし
くはその両方の可能性のある物質

　　　神経系
　　　心臓血管系
　　　呼吸器系
　　　消化器系
　　　泌尿器系
　　　生殖器系
　　　筋骨格系
　　　血液系
　　　免疫系（ただし伝染性病原体に対して許可されたワクチンは除く）
　　　内分泌系
　　・内分泌物質およびその合成物質
　　・隠蔽剤
　　・酸素運搬体
　　・直接的あるいは間接的に、遺伝子の発現に影響する、あるいはそれを操作する物質

表1．「International Agreement on Breeding、Racing and Wagering」における禁止薬物の定義
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年4月1日現在）を明示（表2）し、出走馬への使用を規
制しています。
　このことは、海外に例のないわが国の特徴で、競
馬においてドーピング違反者が刑事罰を科せられる
国は日本の他にはありません。刑事罰を科せられる
という意味では、わが国の薬物規制は極めて厳しい
制度とも言えます。しかし、主催者ルールとして禁
止薬物を指定し、巧妙化するドーピングに柔軟かつ
迅速に対応している海外に対し、日本の薬物規制制
度が旧態依然としていると批判を受けるのは、容易
に変えられない競馬法という法律を根拠としている
ためとも言えます。現在、ほとんどの海外の主催者
が、薬理作用を示すことで包括的に薬物の使用を規
制する合理的な方法を取っているのにもかかわらず、
日本では薬物名を具体的に明示し薬物規制を行って
います。その理由は、禁止薬物事件の違反者を競馬
法違反として処罰するには、わが国の刑法上の原則
である『罪刑法定主義』に耐えられる制度とする必要
があるためです。『罪刑法定主義』とは、法令におい
て犯罪とされる行為の内容、およびそれに科せられ
る刑罰を、予め明確に規定しておかなければならな
いとする原則のことで、この原則に則るために、日
本では違反となる薬物名を明示し規制せざるを得な
いのです。
　このように、日本競馬の薬物規制制度はその成り
立ちから海外とは異なり、その結果禁止薬物の定義
も違うものになっています。しかし、近年の競馬の
国際化に伴い、この問題が顕在化することになり、
日本はアンチ・ドーピングのグローバルスタンダー
ドの導入に一歩踏み出すことになりました。次に、
その取り組みについて紹介します。

日本の薬物規制制度の課題と対応
　ご存知のように、今日では競走馬の国際交流は一
般的となり、海外の競走馬の日本遠征や日本馬の海
外遠征が頻繁に行われるようになっています。その
ため、日本と海外薬物規制制度の違いによるトラブ
ルがしばしば発生するようになりました。その代表
的な例は、凱旋門賞での日本馬からの禁止薬物の検
出です。検出された薬物「イプラトロピウム」は当時
わが国では禁止薬物に指定されていなかったため、
この事件によりわが国と海外の薬物規制の違いを大

きくクローズアップされることになりました。この
他、香港において、ジャパンカップに出走した米国
馬から糖質コルチコイドが検出され、香港マイルの
出走を取消す事件も発生しています。検出された糖
質コルチコイドはジャパンカップ遠征前に投与され
たものでしたが、この事件により日本が糖質コルチ
コイドを規制の対象としていないことが明るみとな
り、海外の競馬主催者から強く是正を求められる事
態となりました。
　これらの事件と日本競馬のパート１昇格が大きな
契機となり、日本の薬物規制制度は徐々にですが改
善が進められることになります。以下に、その具体
例を紹介します。
　①「規制薬物」の新設
　競馬法に基いて「競走能力をたかめ減ずる薬物
を禁止薬物」と定義し具体的な薬物名を明示して
きたわが国の薬物規制制度は、「（競走能力への影
響の有無にかかわらず）原則あらゆる薬物の影響
下での出走を禁止する」という理念のもと薬理作
用を示すことで広く薬物の使用を禁止してきた
諸外国と比較して、規制対象となる薬物が少ない
ことが第一の欠点とされています。特に、痛みや
炎症をマスクすることで、その乱用が馬の福祉を
損ない事故を誘発する可能性のあるNSAIDsと糖
質コルチコイドが規制対象となっていないこと
が大きな問題として批判されてきました。そこ
で、JRAは競馬法に基づく「禁止薬物」の他に、主
催者ルールにより「馬の福祉及び事故防止の観点
から施用を規制する薬物」と定義した「規制薬物」
というカテゴリーを設け、これらの薬物の規制に
着手し、その後すべての地方競馬の主催者がこ
の制度を導入し今日に至っています。ちなみに、
JRAでは、この「規制薬物」の新設後、増加傾向に
あった競走馬の腱・靭帯の断裂件数は減少に転
じています。今後の推移を見ないと明言はできま
せんが、この事実はNSAIDsと糖質コルチコイド
の規制が競走馬の福祉と事故防止に有益であっ
たことを示すものかも知れません。

　②競技外検査（OOCT）の導入
　競技外検査は、アナボリックステロイドや造血
薬など競技時だけではなく常に使用が禁止され
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表2．日本中央競馬会競馬施行規程に明示されている禁止薬物（2014年4月1日現在）

１　アドラフィニル
２　アトロピン
３　アミノフィリン
４　アミノレックス
５　アルプレノキシム
６　アルプレノロール
７　アンフェタミニル
８　アンフェタミン
９　イブテロール
10　イプラトロピウム
11　エタノール
12　エチルアンフェタミン
13　エチルモルヒネ
14　エフェドリン
15　オキシエチルテオフィリン
16　オキシプロピルテオフィリン
17　10-オキソカンファー
18　オクスプレノロール
19　カフェイン
20　カルバマゼピン
21　カンフル
22　キンボロン
23　グアイフェネシン
24　クレンブテロール
25　クロベンゾレックス
26　クロルプロマジン
27　クロルプロマジンスルホキシド
28　コカイン
29　コデイン
30　コリンテオフィリン
31　サルブタモール
32　シクラゾドン
33　ジヒドロオキシプロピルテオフィリン
34　ジブカイン
35　シプロヘプタジン
36　ジメチルアンフェタミン
37　ジモルホラミン
38　スコポラミン
39　スタノゾロール
40　ストリキニーネ
41　セレギリン
42　テオフィリン
43　テオブロミン
44　デキストロアンフェタミン
45　テストステロン
46　テトラカイン
47　デプレニル
48　テルブタリン
49　トラマドール

50　トランスパイオキソカンファー
51　トレンボロン
52　ナンドロロン
53　ニケタミド
54　ニコチン
55　ノスカピン
56　バルビタール
57　バルビツール酸誘導体
58　バンブテロール
59　ピプラドロール
60　ファンプロファゾン
61　フェネチリン
62　フェンカミン
63　フェンプロポレックス
64　フラザボール
65　フルオキシメステロン
66　ブルシン
67　フルフェノレックス
68　プレニラミン
69　プロカイン
70　フロセミド
71　プロプラノロール
72　プロマジン
73　ベタキソロール
74　ペモリン
75　ヘロイン
76　ベンズフェタミン
77　ベンゾジアゼピン誘導体
78　ペンタゾシン
79　ペンテトラゾール
80　ボルジオン
81　ボルデノン
82　メサピリレン
83　メソカルブ
84　メタンフェタミン
85　メチルエフェドリン
86　17α-メチルステロイド類
87　メチルフェニデート
88　メテノロン
89　メトカルバモール
90　メトキシフェナミン
91　メトプロロール
92　メフェノレックス
93　モダフィニル
94　モルヒネ
95　リスデクスアンフェタミン
96　リドカイン
97　前各号に掲げる物のいずれかを含有する物（遊離

する物を含む。）

ている薬物の検出や調教期間中の薬物監視を目
的としたドーピング検査で、人のアスリートや海
外の競馬で導入されていることは先に述べたと
おりです。この検査導入の背景には、出走時の検
査で検出されないよう計算してASを投与すると
いったドーピングの巧妙化があり、冒頭に紹介し

たニューマーケットでのASの不正使用も、実は
この競技外検査で発覚しています。ちなみに、ロ
ンドンオリンピックがドーピング違反の少ない
過去最もクリーンな大会となったのは、オリン
ピック開催前に徹底した競技外検査を実施した
結果と評価されています。
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　JRAは、平成10年のASの禁止薬物指定以降、
この薬物の競馬サークルからの一掃を目指して
きましたが、本年4月1日よりこの競技外検査を導
入し、さらなる取締の強化に乗り出しました。た
だし、本来この検査は「抜き打ち」で実施するもの
ですが、当面は新入厩馬や長期休養馬を対象に入
厩検疫時で採取した血液を検体として検査を実
施しています（図1、2）。万一、ASが検出された
場合は一定期間出馬投票ができなくなる措置が
とられます。

　③競技内検査（競走時のドーピング検査）の検体の
変更

　近年ドーピングは巧妙かつ複雑化しており、尿
で検査できない或いは血液の方が効率的に検出
できる薬物が使用されるケースが諸外国で報告
されています。そのため国際的に多くの競馬主催
者は、ドーピングテスト用の検体として尿と血液
の両方を採用する方法を採用しています。ちなみ
に、ＩＯＣは2002年のソルトレーク市オリンピッ
クで初めて血液検査を導入し、この検査で３選手

が陽性と判定され失格となっています。
　この国際的な潮流を踏まえ、JRAは中央競馬の
ルールブックである日本中央競馬会競馬施行規
程を改正し、本年4月1日より検体として尿に加え
血液の採取を開始しています。このように、日本
においても、より広範囲のドーピングの摘発を効
率的に実施できる体制が整いつつあります。

近未来の薬物規制制度
　ドープdopeという語が初めて英語の辞書に載っ
たのは1889年であり、そこには「競走馬に与える阿
片と麻薬の混合物」と説明されています。このこと
から判るように、（不名誉なことですが）ドーピング
と競馬は昔から深い関わりがあったようです。しか
し、今日ではドーピングは、人のスポーツ界同様に
競馬界においてもすべての国で厳しく規制されてい
ることは、これまでお話してきたとおりです。
　現在、海外の競馬主催者の専らの関心事は、『ア
ナボリックステロイドなどの蛋白同化作用のある
薬物の禁止』と『糖質コルチコイドの関節内投与の
規制』です。WADAは、常に禁止される物質として、
蛋白同化薬、ペプチドホルモン・成長因子、β２作
用薬、ホルモン調節代謝薬及び代謝調節薬などを挙
げ、OOCTによる抜打ち検査でこれを取り締り、こ
の抜打ち検査を可能とするため、アスリートに居場
所情報の提出を義務付けています。競馬界におい
ても、近い将来このWADAの方法に倣ったルール
が導入され、違反した競走馬は相当の期間出走が
制限されることになると考えられます。ちなみに、
WADAの規程では違反したアスリートは原則2年の
資格停止となります。一方、糖質コルチコイドの関
節内投与については競走馬の故障との因果関係が取
り沙汰されており、この処置を受けた競走馬は一定
期間出走を制限することが、馬の福祉の観点からも
望ましいとの考え方が主流になってきています。こ
のような海外の動向から推察するに、日本の競馬に
おいても、蛋白同化作用のある薬物は引退するまで
は一切使用出来ない薬物として規制され、関節内へ
の糖質コルチコイド投与も一定の制限が課せられる
ことになる可能性は高いでしょう。
　しかし、このように薬物規制は厳しくなると、正
当な競走馬の獣医医療に支障をきたすことが懸念さ

図1．入厩検疫所におけるOOCT用の血液検体の採取

図2．立会者による検体の確認と確認したことを示す署名
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表3．FEI（国際馬術連盟）のDTリスト（FEIのHPより転載）。このリストはEHSLC（欧州競馬科学連絡委員会）
のデータをもとに作成されている。
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れます。現在、WADAでは「治療目的使用に係わる
除外措置」（Therapeutic use exemptions，TUE）と
いう手続きを踏むことにより、選手は薬物の使用許
可を得ることができます。このようなシステムは本
当に治療が必要なアスリートを守る措置ですが、将
来的には競走馬にもこのような制度が取り入れられ
るかもしれません（すでに、国際馬術連盟の主催す
る競技会ではこの概念に基づくルールが採用されて
います）。また、馬の一般的な治療薬については世
界のドーピング検査機関の検査感度を統一しようと
いう取り組みが進められており、科学的な根拠に基
づき定められた検出感度がInternational Screening 
Limits，ISLとしてIFHAのホームページに掲載され
ています。これは検査結果の公平性の確保はもちろ
んのこと、検査感度の統一によりもたらされる治療
薬の検出期間（Detection Time、DT）の明確化とい
う意味でも大変意義あることです。欧州では各治療
薬のDTが公表され、獣医師はその情報をもとに必
要な治療を出走時に影響のない範囲で実施していま
す（表3）。わが国では長らく“いわゆる10日ルール（出
走の10日前から禁止薬物は使用できない）”により、
アナボリックステロイドを除けば全て一律の薬物規
制を行ってきましたが、近い将来日本の検査機関の
ISL採用により、治療薬毎のDTに基づく合理的な治
療ができる環境が整うことでしょう。
　日々、巧妙化しているドーピング。最近では遺伝
子治療を悪用した遺伝子ドーピングも現実のものと
なりつつあり、検体の検査で陽性とならない技術の
探求は止まるところがないようです。このようなな

か、一筋の光明となるかも知れない新しい発想の検
査法が試みられています。これはドーピングに使わ
れた物質を検出するのではなく、生体指標の変化を
経時的に追跡することでドーピングを見つけ出す方
法です。これはアスリートバイオロジカルパスポー
ト（ABP）と呼ばれ、血液や尿の成分や組成を長期
間モニターし、生理学的にありえない（例えば禁止
薬物を用いたような）体質の変化をもってドーピン
グを検知するものです。実際、国際陸上競技連盟は
2012年に、この方法により違反者を摘発しています。
このような方法を競走馬に持ち込むことは、必要な
手間や経費を考えると非現実的と思われますが、競
馬界でのドーピングが深刻なものとなれば、競馬の
価値と競馬産業を守るために導入せざるを得ない時
代がやってくるかも知れません。
　これまで、ドーピングとアンチ・ドーピング活動
は不毛なイタチごっこを繰り返してきており、この
負のスパイラルには益々拍車がかかる様相を呈して
います。しかし、その行き着くは際限のないエネル
ギーの浪費に他なりません。競馬産業に係わる全て
の人々が、競走馬の健全性と競馬の公正性を尊重す
ることで、この負のスパイラルから抜け出し、アン
チ・ドーピングの取組みが必要なくなる日を祈りな
がら、この稿を終えたいと思います。
　なお、この原稿の執筆にあたり、鈴木秀典「国際
的なアンチ・ドーピング活動の新展開」；モダンメ
ディア59巻10号2013〔新しい検査法〕を参考にさせ
ていただきました。
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特 別 記 事

軽種馬の防疫に関する最近のトピックについて

馬事部　防疫課　東樹宏太

はじめに
　近年の国内における馬の伝染病トピックとしては、
国内では36年ぶりの発生となった2007年の馬インフ
ルエンザ流行、家畜伝染病予防法の検査対象外であ
る御崎馬での馬伝染性貧血の発生（2011年）があげら
れる程度である。しかしながら、生産地では馬鼻肺
炎ウイルスによる流産が毎年継続して発生するなど、
防疫の重要な課題として残っている。
　一方、海外に目を向けると、馬インフルエンザ、
馬ウイルス性動脈炎、およびウエストナイルウイル
スなど国内侵入が危惧される伝染病が欧米を中心と
して毎年発生している。また、今年はアメリカにお
いて水胞性口炎が流行しており、注視が必要な状況
である。
　今回は「軽種馬の防疫に関する最近のトピック」と
して、国内のトピックでは「馬伝染性貧血の清浄度
評価」と「馬鼻肺炎ウイルスによる流産等の発生状
況」について、海外におけるトピックでは「OIEコー
ド”High health status horse subpopulation”の新設」
について紹介する。

馬伝染性貧血の清浄度評価について
　馬伝染性貧血（以下EIA）は、発熱や貧血を伴う馬
属に特有のウイルス伝染病である。本病は、家畜伝
染病予防法において法定伝染病に指定されており、
競走馬、乗用馬、繁殖馬などは少なくとも5年に一
度、検査を実施することが法律で義務付けられてい
る。わが国において軍馬や農耕馬が多く飼養されて
いた時代には、毎年数万頭がEIAに罹患し処分され
ていた。しかしながら、検査の実施と飼養頭数の減
少に伴って本病の発生は少なくなり、1983年の4頭、
1993年の2頭を最後に摘発されておらず、日本には

EIAに感染した馬はいなくなったのではないかと考
えられていた。しかしながら、2011年に日本在来馬
である宮崎県の御崎馬で陽性馬がみつかり、最終的
に陽性となった12頭について、防疫上の観点から殺
処分が行われた。御崎馬は、家畜伝染病予防法の検
査対象とされていなかったために検査が実施されて
おらず、EIAに感染した馬が長い間気づかれずに潜
んでいたことが明らかとなった。
　御崎馬での陽性事例を受けて、改めて本病の清浄
性について議論の必要性が認識され、平成25年1月
から11月にかけて馬防疫検討会・馬伝染性貧血清浄
度評価専門会議が2 回開催された。同会議では、本
病の特性ならびにわが国の馬の飼養実態および検査
結果に基づき、わが国の馬群における疫学状況を評
価するとともに、今後の監視体制のあり方が検討さ
れた。そして平成26年2月に行われた第12回馬防疫
検討会本会議において、以下のとおり結論が得られ、
承認されることとなったので概要を紹介する。

感染経路と伝播リスクについて
　EIAの主要な感染経路は、人為的な媒介がない場
合、アブ等の吸血昆虫による機械的伝播によるもの
であり、感染馬の同居馬が大量の病原体に暴露され
る状況は生じにくい。一方、感染馬の同居馬のみな
らず、昆虫が到達できる周辺の馬群にも伝播のリス
クがあるが、馬群同士の距離が200ヤード以上離れて
いる場合には伝播リスクは非常に低いとされている。

法に基づく検査が全国的・一律的に実施されると
ともに自衛検査が継続されてきた馬群（例：競走用、
繁殖用、乗用などの軽種馬群およびばんえい競走用
馬群）
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　これらの馬群は、EIA 感染馬が存在する可能性
は非常に低い。したがって、これらの群では、これ
までのような個体レベルのサーベイランス体制から、
群単位でのサーベイランス体制に移行しても、EIA
の感染拡大リスクは低い。ただし、これらの馬群の
清浄性を維持するためには、同程度の清浄性が必ず
しも確認されていない他の馬群との同居の機会を減
少させることが重要である。軽種馬群およびばんえ
い競走用馬群においては、それら以外の馬群からの
導入の制限、導入時の検査及び隔離などの措置をと
ることが望ましい。

EIA感染馬存在の可能性は低いが、法に基づく検査
が全国的・一律的には実施されていない馬群（例：
ばんえい競走用以外の農用、肥育用、愛玩用馬群） 
　これらの馬群は、EIA感染馬が存在する可能性は
低いと考えられる。しかしながら、検査実施状況が
明らかでなく、軽種馬群と比較すると清浄性を裏付
けるデータが十分とは言えないことから、未検査の
個体は可能な限り検査することが望ましい。万が一
検査が実施されていない馬群に感染馬が存在あるい
は導入された場合には、その摘発が困難であること
から、馬の移動の際に検査により陰性を確認すべき
である。

法に基づく検査の実施が群の一部に限定されており、
EIA清浄性の確認に至っていない馬群（例：日本在
来馬群の一部） 
　在来馬群は、一部の馬群において検査が実施され
ていない個体も存在し、衛生管理や臨床観察なども
不十分な点があり、馬群の中で EIA が維持されて
いる可能性は否定できない。ただし、在来馬は、飼
養施設が少数で、飼養地が限定され、他の馬群とは
隔離された状態で飼養されていることから、これら
の馬群の中の未検査の個体が在来馬以外の他の馬群
に移動しない限りは、他の馬群における EIA の清
浄性に影響するものではないと考えられる。しかし、
国内の EIA のリスク低減の観点から、可能な限り
全頭検査し清浄性の確認に努めることが望ましい。

海外からの輸入馬群
　日本への輸入馬については、輸出国との間で取り

決められた本病に関する輸入衛生条件の充足が求め
られるとともに、一定期間の繋留による輸入検疫が
実施されている。直近20 年間の輸入検疫における
摘発は１頭のみであり、輸入馬を原因とする国内で
の発生も報告されてないが、本病の発生が認められ
る国からの輸入も多いことから、わが国の馬群に感
染馬が持ち込まれないよう引き続き本病侵入防止に
万全を尽くす必要がある。

※馬防疫検討会「馬伝染性貧血清浄度評価専門会議」
報告書より抜粋

　以上のとおり、法に基づく検査に加えて、自衛検
査も継続されてきた競走用・繁殖用・乗用の軽種馬
群およびばんえい競走馬群については、清浄性が高
く、EIA感染拡大のリスクは極めて低いと位置づけ
られた。これを受けて、軽種馬の自衛防疫体制の確
立・推進を目的に国内の馬関係団体が一元的に集う
軽種馬防疫協議会では、これまで競馬場および調教
場へ入きゅうする際に求めていた「入きゅう日の前
年1月1日以降のEIA検査証明書を提示すること、あ
るいは入きゅう時にEIA検査を実施すること」とい
う条件を廃止し、EIAについては下記の通り新たに
「衛生管理に関する指針」として改められた。これに
よってEIAに関する競馬場および調教場への入きゅ
う条件が緩和されることとなった。
　また、2011年に陽性馬が摘発された御崎馬のよう
に、これまで検査が実施されてこなかった日本在来
馬群については、他の馬群とは隔離された飼養環境
の中でEIAが存在している可能性があることが報告
された。この結果を受けて、在来馬についても積極
的に検査を実施し、陽性馬を摘発・淘汰していくこ
とで国内からEIAを完全に清浄化する動きが現在高
まってきている。

衛生管理に関する指針
　馬伝染性貧血
　・家畜伝染病予防法に基づく定期的な検査を実施

すること
　・検査状況が明らかでない馬群や清浄性が確認さ

れていない馬群からの馬の導入は、可能な限り
避けること。やむを得ず導入する場合は、適切
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な検査を実施し陰性を確認すること。

馬鼻肺炎ウイルスによる流産等の発生状況について
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）あ
るいは4型（EHV-4）の感染によって引き起こされる
伝染性疾病の総称である。競走馬や若齢の育成馬に
おいては主に発熱を主徴とする呼吸器症状を起こ
すが、生産地で特に大きな問題となっているのは、
EHV-1を原因とする妊娠馬の流産であり、生産農家
に多大な経済的損失を与えている。妊娠馬における
流産は、妊娠後期の胎齢9～ 11 ヶ月時に何の前兆
も認めず突発的に発生することが多い。
　EHV-1による流産は、1967年に日高地方での発
生が確認されて以来毎年のように発生しているが、
2013年～ 2014年の繁殖シーズン（2013年種付け馬）
における発生は1980年以降最多となる53頭を記録し
た。発生地域については、平成23年までは北海道の
胆振地区および十勝地区でも認められていたが、平
成24年以降は全て日高地区で発生している。2013年
～ 2014年シーズンの発生戸数については例年同様
であったが、1つの牧場で流産が続発する例、ある
いは神経疾患に続発して流産が発生する例が散見さ
れた。近年、EHV-1による神経疾患の発生が増加傾
向にあり、その際に分離されるウイルスの大半は神
経病原性変異株という強毒株であることが明らかと
なっている。今回流産が認められた53頭のうち、馬
鼻肺炎不活化ワクチンを接種していた妊娠馬は45頭
であったが、病原性の高い神経病原性変異株は、ワ
クチン接種だけでは予防が困難であることが知られ
ている。
　EHV-1による流産の発生を予防するためには、感
染源となる可能性が高い新規導入馬や、ウイルスを
増幅する若齢の育成馬を妊娠馬と分けて飼養するこ
とが重要となる。また、流産に伴う羊水などの排出
物にもウイルスが大量に含まれ、近傍の妊娠馬への
重要な感染源となることから、感染の拡大防止には、
流産馬を隔離し、当該馬房およびウイルスに汚染さ
れたと考えられる全てについて消毒を徹底すること
が重要となる。
　現在、馬鼻肺炎ウイルスによる呼吸器疾患およ
び流産の予防として、既に市販されている不活化ワ
クチンが広く使用されているが、2014年8月より新

たに馬鼻肺炎生ワクチンの販売が開始された。現行
の不活化ワクチンには細胞性免疫誘導能が期待でき
ないが、生ワクチンには液性免疫に加えて細胞性免
疫が誘導されることからその効果が期待されている。
しかし、販売される生ワクチンは呼吸器病予防用と
して開発・承認されたものであり、現状では流産予
防としての効果および妊娠馬への安全性が検討され
ていないことから、妊娠馬への接種は禁忌とされて
いる。今後は、妊娠馬への安全性と効果が検討され、
流産予防用として使用できるようになることが期待
される。

OIEコード“High health status horse subpopulation”
の新設について
　OIE（国際獣疫事務局）は、世界の動物の衛生と
福祉の向上を目的とした政府間組織である。OIEの
活動は、動物の疾病対策、動物福祉、公衆衛生対
策、動物用医薬品、獣医学教育および衛生当局の能
力向上等、広範囲に及んでいる。最高意思決定機関
は、毎年5月にパリの本部で開催されるOIE総会で
あり、加盟国の代表によって、その事業や活動に関
する決定が行われる。OIEでは様々な動物における
安全な国際貿易のための基準（衛生規約「コード」）が
定められており、これらの基準は動物の輸出入にあ
たって、各国の動物衛生当局が疾病の侵入防止を図
るためにとるべき輸入検疫措置として定められてい
る。今回、2014年5月に開催されたOIE総会において、
馬に関わる新たなコード“High health status horse 
subpopulation”が新設されたので概要を紹介する。
　背景として、現在競走馬の国際間移動が比較的緩
和されているのに対し、競技馬は不十分であること
から、競技馬の国際間移動を円滑にする動きがある
ことが挙げられる。このコードは「高度な衛生状態
下にある馬群」とされ、国際馬術競技や国際競走が
行われる際に一時的に輸入される馬について、安全
かつ円滑な輸出入を確保する目的で作成された。従
来では当該国間の衛生条件をもとに輸出入が実施さ
れてきたが、仮に汚染されている国であってもその
国の中で衛生管理が進んだ地域あるいは集団につい
ては、競技に容易に参加できるしくみを作るという
概念である。一時的な輸入を円滑に行うためには、
輸出する地域・集団が、競技の開催される場所と同
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じ衛生状態で管理されている必要がある。高度な衛
生状態下にある馬群の基準、つまり実際に対象とす
る疾病、ワクチン、衛生対策およびサーベイランス
などのバイオセキュリティプランの詳細については
今後加盟各国からの意見を取り入れた上で取り決め
られていく予定となっている。今回新設されたコー
ドは、競技に参加する馬のみが対象であり、繁殖牝
馬は対象外である。このため、現在日本には存在し

ない馬ウイルス性動脈炎等の繁殖病については当初
より除外されている。また、馬ピロプラズマ病につ
いても、ヨーロッパの馬術競技馬では10－20％が抗
体陽性とされていることから、国際間移動において
は日本と比較して軽視されている現状である。2016
年のブラジルオリンピックにおいてもこの概念が先
行的に適用されることが決定しており、その内容に
ついて今後注意深く経過を見ていく必要がある。
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2014年3号）の紹介

時事解説
　テキサスA&M大学にいる私の親友は、私達がど
れほど多くの業績を積んだとしても、私達の評価は、
教え子達の業績によるのである、以前私に語ったこ
とがある。私も彼の見識には同感である。多くの偉
大な方々の指導により、技術を教わり馬への愛を叩
き込まれた私は、どれだけ幸運なことか。
　すべての馬関連分野を代表して、私達には、最も
優秀で聡明な人材がこの分野に関わりたいと思える
ように、自分達の職業を知らしめる使命がある。そ
のような事を今後も可能とする唯一の方法は、優秀
な人材を我々の世界へ招きいれることである。十分
な経験のない者は、多くの時間を熟練者と一緒に過
ごす必要がある。彼らには、歓迎されていることを
実感させ、馬の世界に参加することで他では得られ
ない恩恵を味わわせる必要がある。
　若者は、何を考えるかではなく、どのように考え
るかを教わる必要がある。しかし、私達はただ教え
るだけでなく、彼らに刺激を与えられるように私達
の業績を示す必要がある。高い潜在能力を持った若
者には、彼らを満足させる欲求を認識して満たして
やる必要がある。私達が使命を持ってそのような道
筋を示してやらなければ、彼らは、より多くのやり
がいや報酬を提供する他の分野へ移るであろう。
　次世代のホースマンはすぐそこにいる。彼らのう
ち、それをまだ知りえていない者もいるだろう。彼
らは、自分達の潜在能力と才能を認め、自分達を受
け入れてくれる、あなたや私のような者を待ってい
るのだ。未来のホースマンやホースウーマン達をそ
の気にさせるには時間がかかる。
　私達は今、馬の世界の岐路にいる。多くの活動家
やジャーナリストは、記事にしたり論争したりする
ためのあら探しに集中している。これらの否定的な
考えは、馬の社会で全く働いた経験のない世代のア
メリカ人にまで浸透している。私達は、自分たちの

素晴らしい職業の代弁者であるべきであり、自分た
ちの仕事を愛しそのことを人々に教えることをいと
わないチームとして気持ちを一つにして、私達の仕
事がどれほど素晴らしいものであるかを発信して行
かなくてはならない。
　私達の獣医病院では、毎年2名のインターンと多
くの通勤医師（エクスターン）を採用している。私達
は彼らを私達の世界に引き入れ、多くの場合、我々
も彼らと同様に得るものがある。彼らによって、新
鮮な気持ちと興奮がもたらされる。彼らは、私達の
情熱に火を着け、人生の冒険を始めた若かりし頃の
私達自身を思い出させてくれる。
　さぁ、今日から始めよう。聡明な若者を積極的に
探し、彼や彼女に、馬産業に携わることは、それが
どんな分野であれ、どんなに楽しく素晴らしいか
ということを教えましょう。もしかしたら、それは、
あなたがしていることに、よりいっそうあなた自身
を夢中にさせるかも知れない。
連絡先：Dr. Bo Brock
(806)872-3183, boalanbrock@gmail.com 
Brock Veterinary Clinic Lamesa, Texas

国際情報
2014年第１四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情報
収集センターとその他の諸機関から以下の疾病の報
告があった。
　季節的なアフリカ馬疫の発生が南アフリカで報告
された。発生が確認されたのは、西ケープ州の防御
および監視区域内のいくつか地区の施設であった。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンド、スイス、アラブ首長国連邦（UAE）、イギリ
スおよび米国で発生した。デンマークでは2件で8頭
のウマに発生した。フランスでは12件発生した。ド
イツでは、2施設において少数発生した。アイルラ
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ンドでは2つの地方で19例発生した。また、スイス
では2例発生した。UAEでは、2013年末より本疾病
の繰越症例が存在しており、9施設で合計77例発生
した。腺疫とウマヘルペスウイルス4型の同時感染
症例がイギリスで診断された。米国では腺疫は風土
病である。
　ウマインフルエンザが、アイルランド、イギリス
および米国で限定的に発生した。
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（6件）および
イギリスで発生した。フランス、ドイツ、日本、ス
イス、イギリスおよび米国では、EHV-1による流産
が発生した。フランスとイギリスでは散発的な発生
が確認され、複数頭の発生がドイツ（8施設）、日本

（16施設）、スイス（1施設）およびアメリカ（2施設）で
報告された。
　EHV-1による神経疾患が、フランス（散発的）、ド
イツ（散発的）、日本（散発的）、ニュージーランドお
よび米国で発生した。ニュージーランドでは初めて
発生し、1つの農場において15例が感染し、7例が安
楽殺処置されたかあるいは死亡した。米国では8つ
の州において多数の発生が確認された。ほとんどは
それぞれ1 ～ 2頭の発生だったが、イリノイ州とユ
タ州では発症率および致死率が高く、より重篤だっ
た。
　EHV-4関連疾患が、フランス（呼吸器疾患10件）、
ドイツ（流産1例）およびイギリス（2施設においてそ
れぞれ単独に、腺疫との二重感染が発生）で発生した。
　ウマ動脈炎ウイルスの感染が、ドイツ（キャリ
アー種牡馬3例）、スイス（1例）および米国（8つの州
の繁殖馬が血清学的に陽性）で報告された。
　EHV-2およびEHV-5感染が米国で少数発生した。
　馬伝染性貧血がカナダおよび米国で発生した。カ
ナダでは21例発生した。そのうち3例がアルバータ
州 （1施設）で、残る18例がサスカチュワン州（5施設）
で発生した。米国テネシー州では共有されている2
施設で6例発生した。
　ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、スペイン

（風土病）、UAE（非サラブレッド種において風土
病）および米国で発生した。米国では、クォーター
ホース種の競走馬3例およびスペイン純血種1例で
Theileria equi感染と診断された。
　ドイツでは、非サラブレッド種20例（種牡馬14例

および牝馬6例）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　レプトスピラ感染による流産が米国（10例）で発生
した。
　米国のケンタッキー州で、Amycolatopsis spp.感
染に関連したノカルジア型胎盤炎および流産が8例
発生した。
　Salmonella Abortusequiによる流産が日本で発生
した。本症は1施設内において非サラブレッド種の
牝馬4頭で発生した。
　サルモネラ症がドイツ、アイルランド、スイスお
よび米国で限定的に発生し、米国ではサルモネラ菌
グループBが関与していた。
　Lawsonia intracellularis感染による増殖性腸症が
米国のいくつかの州で発生した。クロストリディ
ウム性腸炎は米国のみに発生した。若齢子馬でC. 
diffi  cile毒素タイプAおよびタイプBがそれぞれ数例、
C. perfringens A型が6例認められた。
　フランスとドイツでは、ごく少数のロタウイルス
性下痢症が発生し、ドイツでは2件（合計6頭の子馬）、
フランスでは1件だった。
　ロドコッカス症が米国で発生したが、風土病である。
ライム病（スイス）、破傷風（スイス）および狂犬病

（米国）の単発症例が、調査期間中に報告された。

ダニ媒介疾患からの危険回避
　疾病管理予防センターによれば、米国において毎
年報告されているヒトのライム病および他のダニ
媒介疾患（TBD）症例数は着実に増加しており、現
在のところ毎年何万件も発生している。米国動植
物検疫局（US Animal and Plant Health Inspection 
Service：APHIS）は、米国におけるウマの最も一般
的なダニ媒介疾患がライム病およびアナプラズマ症
であることを明らかにした。地域によっては、50%
のウマがライム病の病原体に対して抗体陽性である
が、臨床症状を示すのは約10%のみである。ウマを
吸血するダニのうち70%以上がヒトに対しても吸血
することが報告されており、TBDを引き起こす同
じ病原体を伝達している。
　ダニはまた、ヒトや動物に不快感をもたらす。多
数のダニに刺されると、小型動物あるいは若齢動物
に貧血を引き起こす場合があり、時にはただ1匹に
刺されただけでも麻痺が引き起こされる場合がある。
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米国環境保護庁（EPA）および米国農務省（USDA）は、
ダニ管理手順を用いた、ダニ媒介疾患の伝播を縮小
するための効率的、実用的かつ継続可能な方法を開
発した。下記のアドバイスは、TBDからヒトおよ
びウマを守るために有用である。
　疾病を予防するための情報提供に加えて、ダニに
対して効果的で総合的な害虫対策計画は、ダニの調
査計画を含んでいる。現在、疾病管理予防センター
は、ヒトで報告されたTBDのデータを収集してい
る。ダニの同定および米国における種の分布などの
ダニ調査データを収集するための適切な方法につい
て連邦政府と民間で議論が進行している。これらの
収集された情報は、ウマや乗り手に対するTBDの
危険が最も高いのはどの地域かということを、将来
提供するために非常に有用であろう。

ダニ管理手順
一般
以下はヒトおよびウマに共通して配慮すべき項目で
ある。
・ダニは、裏庭、放牧地、公園、道端およびその他

の乗馬区域に生息している。
・ダニは、哺乳類、野生動物、鳥類によって運ばれる。
・ダニは、服や、イヌやネコに付着して家の中に侵

入する。
・即座にピンセットでダニを除去することは、

TBDを引き起こす病原体の伝播を抑えるために
必要である。

・幼ダニは針の先ほどの大きさである。
・EPA認定ダニ殺虫剤（忌避剤／ダニ抑制用）を表

示に従い、ヒト、ペットおよびウマに用いること。

自身を守るために
野外で活動する際には以下の手順を踏むこと。
・屋外では長袖、長ズボン、帽子、手袋およびブー

ツ（紐の部分には粘着テープで覆う）を着用するこ
と。

・ペルメトリン（殺虫剤）処理をした衣服を用いるこ
と。

・毎日、体にダニが付着していないかをチェックす
ること（鏡を用い、自身で）。

・屋外から戻った際にはただちにシャワーを浴び、

視認できなかった小さいダニを除去するために、
織りの荒いタオルを用いて肌をこすること。

ウマを守るために
ウマに騎乗する前後に注意する点。
・騎乗する前は、グルーミングの際に特に四肢の下

部、尾やその付け根部、たてがみ沿いにダニが付
着していないかを確認し取り除く。また、後肢の
間（乳房や包皮についても）、肘の後部、馬勒周囲
および耳介部など、暖かく湿って皮膚が薄い部位
については特段に注意すべきである。

・騎乗後もウマにダニが付着していないかチェック
をすること。

・再度殺虫剤を用いること（表示に推奨されている
場合は）。特に危険因子（日影、背の高い草、やぶ、
雑草地）を含む牧草地に戻すウマに対しては必要
である。

土地の管理
保有する土地においてダニを減らすためにできるこ
と。
・芝や牧草地の隅にある落ち葉、やぶ並びに雑草を

除去すること。
・ゴミ、やぶ、雑草および小枝などを除去すること

により、鹿などの野生動物が出現する馬道および
牧草地の辺縁から９フィート（約2.7メートル）の
緩衝地帯を作製する。

・穀物は容器に入れて給餌し、また保存は蓋付の容
器で密閉することによって、野性動物が住み着く
ことを防止する。

・放牧地の牧草を適切な長さで管理し、ダニが付着
できる（ウマの）部位を減少させること。

・柵を用いて、林の中にウマが入らないようにする
こと。

・地域の農業相談員に相談すること。

参照：
疾病管理予防センター、媒介性疾患の分類、ヒトの
ダニ媒介疾患データ
最終更新日2014年6月17日
http://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/
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疾病管理予防センター、ダニ資源について
最終更新日2014年5月5日
http://www.cdc.gov/ticks/

Staff ord III, Kirby C. 2004、ダニ管理ハンドブック
コネチカット農業試験場、ニューヘブン、コネチ
カット州
http://www.ct.gov/caes/lib/caes/documents/
special_features/tickhandbook.pdf。

米国農務省、動植物検疫局、獣医課、ウマ疾病情報
最終修正日2014年5月30日
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/
ourfocus/animalhealth?1dmy&urile=wcm % 3A
path % 3A/aphis_content_library/sa_our_focus/
sa_animal_health/sa_animal_disease_information/
sa_equine_health/ct_horses_index

米国環境保護局、農薬プログラム、PestWise
最終更新日2014年5月27日
http://www.epa.gov/pestwise/

連絡先：Candace Brassard
(703)305-6598, brassard.candace@epa.gov
Denise Greenway
(703)308-8263, greenway.denise@epa.gov 
US Environmental Protection Agency 
Washington, DC 
Dr. Angela James
(970)494-7278, angela.m.james@aphis.usda.gov 
US Department of Agriculture 
Fort Collins, Colorado

サラブレッド競走馬の蹄
　馬蹄の障害は、レースの出走除外やトレーニング
の休止、体の他の部位への負荷の増加、アスリート
としての現役期間の短縮など大きな問題の原因とな
る。スピードおよびエネルギーの効率的な利用に機
能的に適応するために、サラブレッドの蹄は軽く、
骨太の重種のように充分な防御的構造や骨量を持た
ない。サラブレッドでは、蹄壁や蹄底は比較的薄
いため、外傷や損傷を受けやすく、蹄匣（鞘）の変形

も起きやすい。蹄匣（鞘）の変形とは、凹湾蹄、裂蹄、
弱踵蹄（アンダーラン）および挙踵など、いびつなあ
るいは不均衡な蹄形を意味する。蹄形の異常はその
機能に影響を及ぼし、筋骨格系の損傷や跛行にも関
連する。蹄の形やバランスは、歩様の安定性と最高
のパフォーマンスを維持するために重要である。健
康で機能的な蹄の維持や矯正は、競走馬の福祉や長
寿に不可欠であり、そのためにはバランスのとれた
装蹄や護蹄管理が必要である。
　蹄踵は、地面に最初に衝突し振動を緩和するよう
に造られている。この部位は柔軟で弾力性に富む
構造のため、通常、蹄で最初に変形する部分である。
蹄尖部は、蹴り上げるために、硬く、地面に食い込
むような形である。長期にわたる異常な体重負荷が
ある場合、蹄匣（鞘）の変形はゆっくりと時間をかけ
て起こる。蹄の不均衡において、最も多く共通して
見られることは、蹄尖部の過長（過長蹄）および蹄踵
部の長さが不適切に装蹄されることである。蹄側貌
からの観察で、蹄鉄の負重面の中心と蹄関節の回転
中心とは位置的に一致するべきであり、それは蹄底
の最大横径部上になる。このことを考慮したバラン
スの良い装蹄により、蹄匣（鞘）にかかる負重は適切
に分配されることとなる。
　蹄は、大きな衝撃に耐えて崩壊しない構造を持っ
ている。ゆえに、蹄変形の多くは（弱踵蹄、蹄踵の
巻き込み）、長期間に亘って継続的に低レベルの負
荷が掛かることでゆっくりと進行する。競走馬は1
日に22時間以上を馬房内において敷料上で過ごすた
め、蹄変形の多くは、蹄の静止時に起こる傾向があ
る。この間、蹄は体重を支える機能に徹している。
　蹄下面のアーチ（凹み）が少ない蹄底の浅いウマ
あるいは蹄底構造が脆弱なウマが立ち続けること
で、蹄匣（鞘）の堅牢性は徐々に疲弊して行くのであ
る。変形して弱踵蹄になると蹄踵負面は蹄中心に向
かって巻き込んでいくとともに、内外の蹄球の高さ
に不均衡が生じる。そもそも潜行性に起こる蹄変形
は、急性の傷害を受けやすくなるまでに蹄をゆっく
りと蝕んでいく。ウマが長期間立っている際には、
蹄下面のアーチに対するサポートが非常に重要であ
る。運動時には、馬場の土などが蹄底に詰まること
によって、負重は蹄下面全体を通して受けることに
なる。しかし、馬房内繋留時には、蹄下面のアーチ
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に対するサポートはほとんどなく、負重は蹄壁負面
に頼らざるを得ない。
　馬房内で一時的に蹄下面のアーチをサポートする
ために蹄を包帯で包んでしまうことは、多くの場合
で非常に有効である。包帯は運動時には外すことが
できる。他の選択肢としては、スタビライザー・プ
レートやハートバーを蹄鉄に溶接する方法などがあ
る。これらは運動時には負重支持と蹄保護に役立つ
ものの、より体重を蹄に掛けてしまうと歩様に影響
を及ぼす可能性がでてくる。様々な選択肢が蹄形不
整に対する処置に有効である。問題のある蹄形を見
つけたら、バランスの良い装蹄や適切な支持を行う
ことにより、機能的で健康な蹄を維持し、改善する
ことができる。
連絡先：Dr. Scott E. Morrison
(859)233-0371, smorrison@roodandriddle.com 
Rood and Riddle Equine Hospital 
Lexington, Kentucky

ウマのライム病
　北米のライム病は、Borrelia burgdorferiが主原因
である（訳注：ライム病の原因となるボレリア属に
は数菌種が知られており、米国と、日本やヨーロッ
パの主要原因菌種は異なる）。Borrelia burgdorferiは、
小型齧歯類とIxodes属のマダニで生活環を形成して
いる。ウマや他の多くの哺乳動物は、ダニに吸血さ
れることで感染する。
　一般的に、B. burgdorferi感染には、ダニが哺乳
類宿主に24～48時間付着する必要がある。ウマでは、
主にIxodes属マダニのメスの成体がB. burgdorferiを
伝播すると考えられているが、ヒトではより小型で
発見しづらい幼虫がより多くの感染源となっている
と考えられている。B. burgdorferiにはいくつかの
株が存在しており、過去に感染しても、他の菌株に
対して交差免疫を示さない場合がある。Ixodes属マ
ダニは、Anaplasma phagocytophiliaなどの他の病原
体を同時に保有することがあり、多くのウマに重感
染を引き起こすことがある。
　ウマのB. burgdorferi感染は、北米のいくつかの
地域において一般的に発生する。大西洋沿岸中部お
よび北東部の州では、ウマはB. burgdorferiに対し
高い抗体保有率を示し、ミネソタ州やウィスコン

シン州からカナダ南部にかけても同様の傾向が見ら
れる。さらにカリフォルニア州の複数の地域や北米
の他の地域においても散発的に感染馬の報告がある。
ヒトとウマのB. burgdorferi感染はともに、地理的
に拡大している。
　B. burgdorferi感染に起因して、ウマでは様々な
臨床症状が見られるが、ほとんどの症例で因果関係
を証明できなかった。最もよく見られるウマのライ
ム病に起因する臨床症状は、硬直および跛行（一般
に複数の肢に見られる）、筋肉の圧痛、接触や感覚
に対する感受性増加（知覚過敏）、無気力や行動変化
などが見られる。筋肉の萎縮、頭頚部から背中にか
けての触診痛や、時に運動失調が見られることがあ
る。神経系への感染（神経ボレリア症）、ブドウ膜炎、
リンパ腫様の皮膚の炎症および滑膜炎が報告されて
いる。これらすべてに、特有のリンパ組織球性の炎
症反応が見られる。
　現在の血清学的検査は、B. burgdorferi抗体を高
い感度と特異性で検出可能であるが、
現在の感染によるものか、あるいは過去の感染既往
によるものであるのかを判別できないことがある。
ライム病の臨床診断は困難であるが、以下の項目を
基準として診断を行うことが最善であろう：発生
した地域、血清学的検査結果によるB. burgdorferi
感染の既往、B. burgdorferi感染が起こる部位（滑膜、
皮膚、筋膜、髄膜、神経、時に硝子体液）に本菌が
原因であると見なせるような臨床症状があるか、組
織や体液の遺伝子検査（PCR）および／または病理組
織学検査などの検査結果、類症鑑別により他の疾患
の可能性を否定すること（最も重要）、である。治療
に対する反応性や抗体価の変化は、テトラサイクリ
ン系抗生物質が持つ抗炎症作用および適切に抗生物
質治療を行った後も抗体応答は長く継続することか
ら、確定診断にはあまり寄与しない。
　テトラサイクリン系抗生物質は、ウマのライム病
治療のために最もよく用いられる薬である。ポニー
を用いた感染実験では、テトラサイクリンの静脈内
投与はB. burgdorferiの排除に非常に有効であった
が、セファロスポリンの筋肉内投与およびドキシサ
イクリンの経口投与はやや有効であった。処置が容
易であるため、ドキシサイクリンおよびミノサイク
リンは、ウマのライム病治療に最も一般的に用いら
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れる薬である。
　ライム病のリスクが高い地域に住む馬主、および
そのような場所へウマを移動させる馬主は、適切な
防護対策について獣医師に相談するべきである。
連絡先：Dr. Thomas Divers
(607)253-3226, tjd8@cornell.edu 
Dr. Linda Mittel
(607)253-3633, ldm65@cornell.edu 
Cornell University 
College of Veterinary Medicine 
Ithaca, New York

レプトスピラ症による繁殖障害
　病原性レプトスピラ菌は、スピロヘータ目に属す
る人畜共通感染症の細菌である。世界中に分布し、
様々な動物種に感染する。レプトスピラ菌は通常、
小型哺乳類の尿路に保菌され、尿に接触することに
より伝播される。一般的に馬は小型哺乳類を介して
レプトスピラ菌に暴露されるが、感染馬もまた尿中
に細菌を排出し感染源となる。馬においては、流産
が最も経済的に問題となる症状である。
　妊娠馬が病原性レプトスピラ菌に感染すると流産
や死産が発生し、出産しても発育不能であることが
多く、生存可能な子馬は稀である。生きて産まれて
も著しく未熟で産まれることが多い。子宮内感染し
た子馬は、通常、誕生時には虚弱であるが、集中的
な対症療法によって回復可能である。2011年7月1日
から2014年5月28日の期間中、ケンタッキー大学の
獣医学診断研究所（Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory）で57症例が診断された。その内訳は、
流産が50例（88%）、産まれたもののその後発育不能
だった子馬が4例（7%）、そして出産後生存した子馬
が3例（5%）だった。以前報告したデータ＊に、今回
の54例の流産および発育不能子馬のデータを加えて
図1に示す。図に示す生産期間は7月1日～翌年6月30
日であり、例えば2013年の生産期間は同年6月30日
までである。
　胎子および胎盤を用いたレプトスピラ症の診断は
容易であることが多い。しかし感染した妊娠馬を診
断することは困難なことがある。他の多くの流産原
因細菌とは異なり、レプトスピラ症によって流産す
る牝馬では前駆兆候を発現することが稀である。牝

馬の血清学的診断によるサーベイランスはしばしば
秋に実施される。しかしながら、多くの非感染牝馬
もLeptospira spp.に対して血清学的に陽性を示すた
め、陽性であった場合の解釈は困難である。尿を用
いたPCR法によって、レプトスピラ菌を排出してい
る馬を検出することができ、これらの馬を適切に管
理することによって、他の馬、ヒトおよび動物への
暴露の危険を減らすことができる。
　レプトスピラ症による繁殖障害の発生率は、年に
よって異なる（図2参照）。
この年毎の違いは、秋の雨天に関係しているという
事例的な証拠がある。しかしながら、気象状況に
よって調査を緩和するべきではない。通常、レプト
スピラ症は散発的に発生するが、農場によってはレ
プトスピラ症による繁殖障害が多発する場合がある。
＊http://www2.ca.uky.edu/gluck/q_apr11.asp#lepto
連絡先：Dr. Laura Kennedy
(859)257-8283, drlaurakennedy@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky Lexington, Kentucky

図1．生産期間中のレプトスピラによる流産発生数
（2007年～現在）

図2．月ごとのレプトスピラによる流産発生数
（2012年～2014年の生産期間）
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文 献 紹 介

駈歩時における前肢の動的および
運動学的変数に基づいた2つの競馬用馬場の区別

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋敏之

Discrimination of two equine racing surfaces based on forelimb dynamic
and hoof kinematic variables at the canter.

Crevier-Denoix N, Pourcelot P, Holden-Douilly L, Camus M, Falala S,
Ravary-Plumioën B, Vergari C, Desquilbet L, Chateau H.

The Veterinary Journal 198 (2013) e124-129

要約

　競技用馬場の種類と状態はパフォーマンスに影響するとともに、損傷の危険因子にもなり得る。3次元
力測定用蹄鉄、加速度計および高速度カメラを組み合わせることにより、蹄－地面間の相互作用および肢
への最大荷重を反映した変数を測定することができる。本研究の目的は、駈歩において2種類の馬場素材
（芝およびワックス入り全天候馬場：all-weather waxed）の前肢に対する影響を5頭のウマを用いて比較す
ることである。着地直前の垂直方向蹄速度は、全天候馬場で高かった。着地時の最大減速（垂直方向衝撃
加速度）は、2種類の馬場で有意な差が見られなかったが、この減速に対応する3次元力測定用蹄鉄で測定
した着地時の垂直方向力のピークは、芝において高かった。低周波数の振動エネルギー（0-200Hz)も芝で
高かったが、高周波数の振動エネルギー（> 400Hz)は全天候馬場で高い傾向があった。ブレーキをかけて
いる時の前後方向の力の最大値および着地期中間の垂直方向の力の最大値は、全天候馬場で低く、それら
の出現時期は遅延していた。全天候馬場は、ブレーキをかけている時にスリップ距離が長く、蹄が最大沈
下した時の沈下距離が長いことが特徴であった。今回の馬場では、着地期中期の垂直方向の力の最大値と
沈下距離または垂直方向衝撃加速度に体系的な関係は見られなかった。この研究は、全天候馬場の振動吸
収特性（低い周波数においてより効果的である）を確認した。競技用馬場がもたらす生体工学的変化は、力
学的および動作的アプローチを組み合わせることにより、蹄－地面間の相互作用や肢への最大荷重などの
信頼できる評価方法として強く推奨できる。

　競馬場の馬場と骨折や腱靭帯損傷との関係につ
いては、古くから関心を持たれてきた。そのため、
JRAにおいても怪我を可能な限り低減させるため
に、様々な調査を行い、古くは蹄に装着した加速度
計や馬場硬度測定車による着地時の衝撃加速度の計
測、また、この報告のように、蹄底に装着して垂直
方向の力を測定する装置により、駈歩時に蹄にかか

る力を測定してきた。その結果、馬場の硬さを示す
着地時の衝撃加速度や蹄にかかる垂直方向の力の大
きさが大きい芝馬場において、これらの値が小さい
ダート馬場よりも怪我をする割合が低いことが分か
り、これらの測定項目のみでは、怪我との関連性を
説明できないことが分かってきている。今回紹介し
た報告では、これまであまり測定されていなかった
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着地時のブレーキ力を表す前後方向の力についても
測定を行い、芝馬場とJRAで導入しているニューポ
リトラック馬場と似たようなワックスを含んだ全天
候馬場との比較を行っている。また、蹄の加速度で
はイメージし難かった着地直後の蹄の前方への滑走
と馬場材料内への沈下についても高速度カメラに

よる解析を実施している。馬場表面と水平な前後方
向や左右方向の滑り方については、ヒトにおいては
適度に滑ることが安全性に関係するといわれている。
そのため、この報告のような測定を重ねていくこと
が、より安全な馬場へ進化させるために重要である
と考える。
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文 献 紹 介

常歩および速歩時のアスファルトおよび
砂における浅指屈腱への荷重の比較

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋敏之

Comparison of superfi cial digital fl exor tendon loading on asphalt and
sand in horses at the walk and trot

Crevier-Denoix N, Ravary-Plumioën B, Vergari C, Camus M, Holden-Douilly L, Falala S, 
Jerbi H,  Desquilbet L, Chateau H, Denoix J-M, Pourcelot P.

The Veterinary Journal 198 (2013) e130-136

要約

　浅指屈腱炎の発生率はウマのすべての筋骨格損傷の中で最も高いものの一つである。浅指屈腱炎のウ
マは、遠位の骨および関節の損傷と異なり、共通して柔らかい地面の上では跛行の改善を示さない。こ
の研究の目的は、5頭のウマを用いて、非侵襲的に超音波により腱にかかる力を測定する装置により、常
歩および速歩時のアスファルトおよび砂における浅指屈腱への荷重を比較することである。3頭のウマに
は超音波測定装置を装着し、他の2頭には超音波測定装置および力測定用蹄鉄を装着した。力測定用蹄鉄
は、腱において測定された超音波伝達速度を、腱にかかる力に変換する際の校正用に使用され、一方、以
前に確立された床反力のパターンは、力測定用蹄鉄を装着していない3頭のウマにおける超音波伝達速度
を、腱にかかる力に変換する校正に使用された。ウマの速度は砂の上では遅い傾向であったが、速歩時に、
腱にかかる力の最大値は、アスファルトよりも砂の方が高かった（+6%）。常歩では、2種類の表面材料に
よる差は認めなかった。常歩および速歩において、腱への荷重時間は砂で長く（+5%）、力-時間曲線下の面
積は、砂で大きかった（+10%）。浅指屈腱への荷重は表面材料により有意に影響され、砂において観察さ
れた浅指屈腱への荷重の増加は、浅指屈腱炎馬において観察される臨床症状（訳注；柔らかい地面では跛
行が改善しないこと）と一致していた。

　浅指屈腱炎の発症および治癒には、腱にかかる力
が強く関係している。この報告では、屈腱炎を起こ
して痛みがある馬の歩様が、硬い馬場よりも砂のよ
うな柔らかい馬場で悪化するのは、浅指屈腱にかか
る力が大きいからであるとしている。その差は、数
パーセント程度であるが、痛みを感じている時には、
歩様の差として現れると考えられる。この差がおき
るのは、砂のような柔らかい地面では、蹄尖が沈み
込み、蹄踵が高くなるため、蹄関節が屈曲して深指

屈腱にかかる力が低下し、浅指屈腱および繋靭帯に
かかる力が増加するためではないかと考察している。
　しかし、同様の着地状態や各腱靭帯にかかる力の
配分が、より速度の速い駈歩や襲歩で起きていると
は限らない。浅指屈腱炎の有効な予防法やリハビリ
テーション方法を開発して行くためには、様々な種
類の馬場と速度でこのような測定を重ねてゆく必要
がある。
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文 献 紹 介

馬の結腸右背方変位あるいは180°捻転における
大腸腸間膜血管を指標とした超音波検査

追分ファーム　佐藤大介

Ultrasonographic visualization of colonic mesenteric vasculature as an indictor of 
large colon right dorsal displacement or 180°volvulus (or both) in horses

Shally Anne L. Ness, Fairfi eld T . Bain, Alanna J. Zantingh,
Earl M. Gaughan, Melinda R. Story, Daryl V. Nydam, Thomas J. Dvers

Can. Vet. J. 2012; 53; 378-382

緒論
　馬の疝痛における腹部超音波検査は、多くの馬診
療施設で日常的に行われている。超音波を用いた結
腸左背方変位の診断は多くの報告があり、結腸壁
肥厚を超音波検査で測定することで、術前に結腸捻
転を診断することができる。さらに、腹部腹側の超
音波検査によって結腸左背方変位と結腸捻転の鑑別
診断をすることができるが、著者の知識の限りで
は、結腸右背方変位の超音波検査に関連して記述さ
れたものはない。結腸変位と捻転は、馬における疝
痛の一般的な原因の一つであるにも関わらず、結腸
疾患の正確な術前診断は確実ではない事が多い。正
常な馬の結腸腸間膜の脈管構造は結腸の中間を走行
し、超音波検査では明らかであってはいけない。も
し結腸の中間面が横になるように結腸変位がおこる
か、軸捻転が起こっている場合、これらの脈管は腹
壁を介して超音波で描写することができる。本研究
の目的は、結腸右背方変位や結腸捻転あるいは両方
において結腸腸間膜脈管構造を超音波検査で描出し、
その診断的意義について検討を行うことである。

材料と方法
　Littleton Equine Medical Centerにおいて2008年7
月から2009年6月の間で疝痛のため試験的開腹術を

行ったすべての馬の症例を記録した。すべての馬は
様々な程度と期間の疝痛症状を示し来院した。超音
波検査は一般的な検査機械を用いた。画像描出の改
善として、イソプロピルアルコールを被毛に塗布し、
また必要に応じて被毛を刈った。
　検査は頭と尾側、左と右側、胸腔と腹腔にすべて
の症例で同様に行った。大結腸壁は半曲状、高エ
コーであり、腸管内はガスが描出されることから判
断した。腹側結腸は特徴的な嚢状構造により特定し
た。結腸腸間膜血管は右腹壁において、第12から17
肋間で脊柱に直角にプローブを置き、肋骨肋軟骨結
合付近を水平方向に沿って走行し、直接結腸壁に隣
接した2つ以上の低エコーのある循環構造として定
義を行った。検査不能な疼痛を示しているものや気
性が荒い馬については検査対象から除外した。また
疾患が消化管に限局していない検体についても検査
から除外した。
　超音波検査結果は、従来の方法による開腹手術の
結果と比較による確定診断を行い、統計分析を行った。

結果
　82頭の馬が本研究の対象基準に当てはまった。外
科的診断では、右背方変位（n=23）、左背方変位
（n=11）、180°結腸捻転（n=11）、360°結腸捻転（n=12）、
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720°結腸捻転（n=1）、小腸通過障害（絞扼、物理的
障害、捻転を含む）（n=24）として診断された。超
音波検査によって結腸間膜の脈管は、82症例中24
症例で右側腹部において特定された。それら24症
例のうち、右背方変位（n=16）、180°結腸捻転（n=7）、
360°結腸捻転（n=1）として診断された。脈管の直径
測定やドップラーは症例によっては実行されたが、
データが不十分なため報告は控える。
　超音波診断において脈管が確認される馬の100％
が結腸に限局した病変を認めた。この脈管は、結腸
左背方変位や小腸障害で認められることはなかった。
　右背方変位、180°結腸捻転では腸間膜における脈
管の所見が有意にみられた。
右背方変位あるいは180°結腸捻転時における超音波
検査での脈管を指標とした診断の感度は67.7％、特
異度は97.9％、陽性的中率は95.8％、陰性的中率は
81%であった。

考察
　試験的開腹術を用いた本研究では、結腸右背方変
位、捻転あるいは両方における診断の指標として、
超音波検査によって結腸腸間膜脈管構造を描出し指
標とすることは、感度、特異度ともに高いという結
果が得られた。結腸右背方変位や180°結腸捻転にお
けるこの脈管のエコー像は結腸や腸間膜脈管の解剖
学的にも矛盾はない。

　変位と閉塞の程度によって、静脈に影響がある時
とない時があることも調査によりわかった。
　結腸の中間面が腹壁に対するように結腸が変位捻
転すると脈管は超音波検査によって描出される。し
かし盲腸の脈管構造は通常の馬の腹部において超音
波検査で描出されるため、注意する必要がある。
　結腸の脈管を認めた症例中１症例で360°結腸捻転
と外科的診断をした。理論的には360°捻転した上で
脈管が腹壁に対していなければならないことから、ど
こか特定の場所にある脈管が描出されたか、超音波
検査と外科手術までの間に動いたことが考えられる。
　本研究では結腸腸間膜脈管構造の描出は、結腸
右背方変位と180°結腸捻転を区別しないで、どちら
か一方の障害が存在したという高い可能性を示した。
90°から270°間の結腸捻転は通常非絞扼的と考えら
れており、右背方変位と非常に類似した徴候を伴う
と考えられる。
　疝痛を起こした馬で超音波検査時に結腸の脈管が
描出された場合、右背方変位や結腸捻転が95％の症
例で現れる可能性を示す。しかし、結腸の右背方変
位、捻転に陥っている馬のおよそ19%が結腸間膜の
脈管を腹部の超音波で表示することができないこと
を、81%の陰性予測値から示す事ができる。
　先述した方法は疝痛を呈している馬に対し、迅速
でより正確な診断を容易にするために、ルーチンの
診断評価に用いる事ができる。
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学会見聞記

第13回日本再生医療学会総会
　今年の再生医療学会総会は、獣医師会員にとって
特別な学会となった。というのも、総会13回目にして
ようやく、日本獣医再生・細胞療法学会とのジョイ
ントシンポジウムが開催され、獣医師が取り組んで
いる獣医再生医療に関する臨床や研究について、多
くの医師達を聴衆に披露できる機会を得たのである。
　日本獣医再生・細胞療法学会は、東京大学名誉教
授の佐々木伸雄先生が代表を務める創設間もない学
会である。今回のシンポジウムの開催は、佐々木代
表と事務局として学会を総括されている麻布大学の
久末正晴准教授のお二方のご尽力の賜である。私も
副代表の任を預かっており、今後も獣医診療で行わ
れる再生医療が社会貢献という形で広く一般の方々
に認められるように、微力ながらお手伝いさせてい
ただく所存である。

　今回のジョイントシンポジウムでは、獣医診療に
おける運動器疾患に対する再生医療をメインテーマ
に、コンパニオンアニマルである犬や猫に関する演
題が2題と、大動物である馬に関する演題が3題から
構成されていた。演題と演者は以下の通りである。

1．犬や猫の運動器疾患における再生医療の可能性
枝村一弥

日本大学生物資源科学部獣医外科学研究室
2．イヌの重度椎間板ヘルニアに対する骨髄由来細
胞移植の効果

田村勝利
京都大学再生医科学研究所　愛甲石田動物病院

3．ウマの腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療の
実際

笠嶋快周
JRA競走馬総合研究所　臨床医学研究室

4．ウマの骨および関節軟骨疾患に対する生体組織
工学を用いた再生医療
佐々木直樹　帯広畜産大学　臨床医学研究部門

5．米国での馬の外科疾患に対する再生医療
石原章和　麻布大学獣医学科

　コンパニオンアニマルの演題2題は、人でも研究
が盛んな脊椎損傷の患畜における神経再生への取り
組みを紹介した内容であった。枝村の研究グループ
では、in vitroで骨髄由来幹細胞からイヌの神経細
胞へ分化させることに成功しており、田村は自身の
病院での治療成績から神経再生のメカニズムが解明
されているわけではないが、臨床成績として成果が
あることを報告した。
　私以降の3名は馬の演題であるが、医師にとって
はペットの再生医療は理解しやすいが、何故、馬の
診療に再生医療が関与しているかは疑問に思うとこ
ろであろう。競馬産業という大きな市場を背景に馬
が獣医の再生医療を引率している現状を私の講演の
イントロとして説明した。私は馬の腱損傷に対する
幹細胞移植治療について、今日までJRAが取り組ん
できた研究内容や臨床成績について紹介した。佐々
木の研究グループでは、馬の骨や軟骨の再生に対し
てゼラチンハイドロゲルとサイトカインの徐放とい
う、人では定番となっている組織工学的手法を用い
ることで馬でも同様な効果が得られることを報告し
た。石原は長期間に渡る米国への留学経験から、米
国では競馬産業は言うまでもなく、元来、米国民の
根底にある乗馬文化を背景に、馬の再生医療がどの
国よりも大きな市場になっている現状を紹介した。
　私の講演後に、「馬の腱損傷が良化したことは何
を持って判断するのか？疼痛の消失なのか？歩様の
改善なのか？」との質問を受けた。壇上では超音波
診断装置を用いて腱組織の修復を評価すると答えた
が、シンポジウム後、彼の質問の真意はもっと単純
なところにあったのかも知れないと思えた。私の前
の講演では、歩けなかった犬が歩けるようになった
映像が示され、治療効果の判定は容易である。一方、
私の演題ではそのような分かり易い映像はない。「人
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では患者から話を聞くことができるのに、馬ではど
うしているのか？」ということが、不思議だったの
かも知れない。
　再生医療の分野は、始まってまだ10数年の若い研
究分野である。欧米に習い、日本においても医師と
獣医師が同じ目的に向かって研究を進める環境を整
備することは、今まで以上に重要な課題になると考
える。獣医大学の先生方には、国際化を進めること
は大いに結構だが、獣医師と医師が連携をとって事
にあたる環境を獣医大学の学生に与えることの重要
性も理解していただければと、切に願うところである。

　以下に私の演題の講演要旨を紹介する。

○ウマの腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療の実
際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾患
の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に手掌
や手指に位置する腱であり、ウマにおいても前肢端
に位置する腱である。しかし、その腱の役割はヒト
とウマで大きく異なり、四足歩行動物であるウマに
とって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのアキレス腱と
同等の働きを担う。故に、アスリートにアキレス腱
の損傷が多発するように、競走馬に浅指屈筋腱の損
傷が多いという現実は必然的でもある。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損傷
（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返される
運動負荷による腱組織の退行性変化に起因する。こ
の“屈腱炎”は、競馬関係者から「不治の病」と忌み嫌
われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒には長期
間の休養を要するにも係わらず、運動再開後の再発
率が極めて高いという現実に基づく。何故、屈腱炎
の再発率が高いのだろうか？それは、屈腱炎の治癒
とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」による置換修
復という顛末を意味しているに過ぎないからである。
すなわち、長期間休養後も、決して元の組織に復さ
ず、本来の組織強度を取り戻すことはないために再
発は後を絶たない。そこで、瘢痕形成を極力抑え、
本来の腱組織に近い組織として修復・再生されるこ
とが期待される治療法として組織再生医療が注目さ
れてきたのである。

　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうとし
ているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣医
療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植治療
が展開されている。マウスやウサギなどの実験小動
物では、損傷部への幹細胞の移植治療により腱組織
の治癒が促進され、組織強度や物理的特性が本来の
腱組織に近づくことが報告されてきたが、ウマを用
いた研究では幹細胞の移植効果を科学的に立証した
報告は少ないのが現状である。本講演では、競走馬
に多発する“屈腱炎”の臨床的背景や病態、それに対
する幹細胞移植治療ついて手技を説明するとともに、
この臨床を支えるために私達が取り組んできた研究
ついて紹介したい。
　最後に、私達JRAが取り組んできたウマの腱組織
再生に関する研究がヒト腱損傷治療の発展の一助と
なることを切に願う。

（笠嶋快周）

○超高純度ヒトMSCの分離とその機能解析
松崎有未（東京医科大学）

　演者らはこれまでに骨髄由来幹細胞中に10-15%
程度の割合で存在し、高い増殖能と分化能を有し
ている幹細胞集団を見出し、これをRecと名付けて
解析してきた。この幹細胞の大きな特徴の一つが高
いHoming能力であり、経静脈投与を実施してもそ
の他の幹細胞のように肺にトラップされることなく、
傷害部位に達することが可能である。そのため、臨
床応用に向けて基礎研究が多くなされている。
　今回、演者らはRecがその他の幹細胞と比較して
細胞のサイズが小さく、Sa-b-gal1およびp16の発現
がその他の幹細胞よりも少ないことを報告し、その
理由を明らかにした。
　最初に、Recとその他の幹細胞の遺伝子を比較し
たところ、特にWnt経路で重要なFZD5の発現量が
明らかに多いことが分かった。このFZD5がRecを
特徴づける重要な因子であると仮説を立て、この遺
伝子をノックアウトしたところ、その他の幹細胞に
特徴的であったSa-b-gal1およびp16の発現上昇が起
こり、細胞のサイズも大きくなった。また、その逆
にその他の幹細胞にWnt経路を過剰発現させたとこ
ろ（ratwnt5A導入）、明らかな増殖能の上昇が観察
されたことから、FZD5の役割が大きいことが明ら
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かになった。さらに、その機序を解析するために、
Recとその他の幹細胞によるWntの古典的経路と非
古典的経路の活性をそれぞれ調べたところ、古典的
経路の一因子であるLPR5はRecとその他の幹細胞
では差がなかったが、非古典的経路の一因子である
ROR2はRecで亢進していることが確認された。以
上のことから、Recはその他の幹細胞よりもFZD5
の発現量が多く、Wntの非古典的経路を活性させる
ことによって、高い分化能、遊走性、増殖能を有す
ることが明らかとなった。

○生体内修復機構を担うMuse細胞の拓く再生医療
の道

出澤真理（東北大学）
　演者らはこれまでに骨髄由来および結合組織中の
幹細胞中に数％の割合で存在し、高い増殖能と分化
能を有している幹細胞集団を見出し、これをMuse
細胞と名付けて解析してきた。Muse細胞は前述の
Recと比較して表面抗原マーカーが異なることか
ら、別の細胞群として認識されている。幹細胞はプ
ラスチック面に接着する細胞として知られてきたが、
Muse細胞は接着培養環境で線維芽細胞様の形態を
示して増殖するだけでなく、浮遊培養環境でもES
細胞の細胞塊のような形態を示して増殖することが
報告されている。Muse細胞はその他の幹細胞と比
較して分化能が圧倒的に高く、中胚葉だけではなく、
外胚葉や内胚葉にも分化が可能であるため、現在で
は様々な研究機関で臨床応用に向けた研究がなされ
ている。
Muse細胞よりも高い分化能と増殖能を有するiPS細
胞は、臨床応用に至るまでに遺伝子導入や腫瘍抑制
の技術的な改良および目的細胞に分化するまでの期
間短縮が課題とされている。一方、Muse細胞は腫

瘍形成能がなく、骨髄分離直後から高い増殖能を示
すために臨床応用しやすいと考えられている。
　今回、演者らはMuse細胞のHoming能力について
検討した。Muse細胞と非Muse細胞(どちらも骨髄由
来幹細胞の定義を満たす細胞)を肝炎モデルのマウ
スに経静脈投与すると、投与直後はどちらも肺に分
布した。しかし、投与2週間後では非Muse細胞がそ
のまま肺に留まっているのに対し、Muse細胞は炎
症が存在する肝臓に集中することが明らかになった。
これは肝炎モデルだけでなく、他の疾患モデルに
おいても炎症部位にMuse細胞が集中することが分
かってきた。これらの複数の結果から、Muse細胞
には何らかの傷害レセプターが発現しており、それ
によって傷害部位を認識し、集中することが考えら
れた。Muse細胞が高い分化能力を有するだけでは
なく、炎症部位を自ら発見し、その部位に留まる能
力を有していることから、Muse細胞と非Muse細胞
の生体内での役割は全く異なり、Muse細胞は組織
再生に主体的に貢献していると演者らは考えている。

　骨髄由来の幹細胞はヘテロな（雑多な）細胞集団で
あることが分かっている。従来の培養方法であって
も定義を満たす幹細胞を増殖させることは可能であ
り、当然ながら骨、軟骨、脂肪への三分化が可能で
あることは確認されている。その一方で、幹細胞集
団の中にはRecやMuse細胞の様な分化能力や遊走
能力が高い、言わばエリート集団が存在している。
これらの細胞だけを特別な機器を用いてセルソー
ティングすることによって、ホモな（単一な）細胞集
団を形成させ、増殖させることによって、今よりも
高い治療効果が期待できる細胞治療を提供できる可
能性がある。

（田村周久）
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　日本獣医病理学専門家協会（JCVP）主催による第
１回の学術集会が、2014年3月29日および30日に麻
布大学で開催された。その内容は、第54回獣医病理
学研修会、チュートリアル・セミナー「WHO腫瘍
診断―歯肉腫瘍性病変―」、卒後教育セミナー「第
3回比較動物病理障害教育セミナー ―雌性生殖器、
脳腫瘍、感覚器の病理―」、スライド・セミナー「免
疫と病理　その２」が行われた。馬病理診断に必要
あるいは応用可能な獣医病理学的知識と最新知見を
学ぶために参加、聴講しました。以下に参考になっ
た演題について概略を報告します。

○No.1111　馬の肝臓　鹿児島大
馬の肝臓における多包虫の虫体が見られた線維化結
節
　北海道で生産、育成された雌の軽種馬（体重
420kg、4歳）が福岡県の牧場に導入後、肥育用に繋
養され、一般畜として屠畜場に搬入された。投薬歴
および病歴はなく、屠殺前の生体検査でも特に異
常は認められなかった。臓器検査にて、肝臓の外
側左葉に直径約2cm球形の単発限局性腫瘤が認めら
れ、割面は限界明瞭かつ黄白色充実性で一部石灰化
していた。他の臓器にはいかなる病変も認められな
かった。線虫による肝砂粒症と診断され、同部は部
分廃棄となった。この病変について病理組織学的検
索が実施された。検索の結果、結節は線虫の迷入
によるものではなく、多包条虫（エキノコッカス）の
寄生病巣であった。エキノコッカスは、単包条虫 
Echinococcus granulosusと多包条虫 Echinococcus 
multilocularisが知られているが、日本（主に北海道）
に常在しているのは後者で、前者は輸入感染症とし
て知られる。どちらも、馬や人は中間宿主であるた
め成虫への発育はないが、虫卵を摂取した中間宿主
内で発育する幼虫が嚢胞形成することで感染後数年
を経て症状を引き起こす。線虫と異なり、エキノ
コッカスは中間宿主である馬の中で死んで石灰化す
るのではなく生存しており、慢性経過から周囲の肉
芽組織だけが石灰化するようだ。終宿主であるイヌ
科動物やネコ科動物では寄生されても症状が出ない。

しかし、中間宿主では幼虫の感染部位の違いで様々
な臓器に病変を形成し、なんらかの症状を出すこと
がある。症状は、単包条虫よりも多包条虫の方が強
い傾向がある。今回の症例は、福岡へ移動前に北海
道で感染が成立していたと考えられるが、近年、キ
タキツネとペットであるイヌの生息地域が重複する
傾向から、イヌを介して国内に多包条虫が拡散して
いる現状があるので注意が必要である。中間宿主か
ら中間宿主への再感染はないことから、今回の症例
を特段に警戒する必要はない。今回は、重篤な症状
を示さない馬で、肉眼的に線虫寄生による肝砂粒症
に見える黄白色結節が、エキノコッカス幼虫寄生に
よる肉芽組織であった点が稀少ということで報告に
至ったようだ。HE染色組織標本上では、結節は増
生性肉芽組織内に、大小雑多な条虫の原頭節が散発
的に認められた。教科書に掲載されるようなきれい
な構造体に見えるものは少なく、小さな嚢胞に漿液
を含んだ様に見える原頭節から、見慣れていれば条
虫と判断できる程度の不整形なクチクラ外郭をもつ
ものまで様々であった。自分は生産地での剖検を経
験したことはあっても、馬のエキノコッカス症に遭
遇したことがなかったため、本症例の解析および組
織標本の供覧は大いに参考になった。

○No.1118　豚の蹄球皮膚　動衛研・小平
表皮内水疱性皮膚炎（豚の実験的口蹄疫）
　2010年に宮崎県で口蹄疫が蔓延してから早4年を
経過する。当時、感染力の強い法定伝染病であった
ことから感染患畜およびその疑いのある家畜はすべ
て殺処分され、病原体の封じ込めの意味から病理検
索は実施されなかった。口蹄疫に感染したブタの蹄
病変を観察する機会は極めて少ない。このため、演
者らは実験的感染（口蹄疫ウイルス）が成立したブタ
の口蹄疫病変を広く供覧する意味から本症例を提出
した。実験感染ブタでは、四肢の蹄冠周囲皮膚に水
疱形成および水疱破裂後の潰瘍形成、舌の潰瘍形成、
浅頚リンパ節の腫大が確認されたが、他に著変はな
かった。今回提出された標本は、破裂前の蹄冠水疱
病変であった。組織学的には、蹄冠真皮の炎症性細

日本獣医病理学専門家協会(JCVP)第1回学術集会
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胞浸潤、角質形成層レベルの表皮内水疱、水疱形成
位置における表皮細胞のアポトーシスが観察され
た。このアポトーシスは、正常な角化過程でも認め
られるが、一部の表皮細胞に認められる生理的なア
ポトーシスとは異なり、病変部では水疱形成領域の
ほとんどの表皮細胞に認められていた事から病変と
診断できた。また、基底膜疾患（類天疱瘡や蹄葉炎
の葉状層）のような表皮̶真皮結合領域での水疱や
間隙形成は認められなかった。これは、口蹄疫ウイ
ルスの増殖部位が基底細胞ではなく、蹄冠の角質形
成層や、舌では有棘細胞といった分化した表皮細胞
であるからである。このウイルスの増殖部位の特徴

から、最初は真皮へのダメージが少なく、水疱内に
は出血を伴わない。出血を認める潰瘍は足を擦るな
どの物理的ダメージの結果とのことであった。なお、
ウイルスの増殖部位が表皮であるにもかかわらず真
皮の炎症があるのは、表皮内感染に対する生体の防
御機構として真皮に炎症細胞が集まってくるからで
ある。今回の実験感染でも、真皮乳頭内に比較的多
くのリンパ球浸潤が認められていた。なかなか、目
にすることのない口蹄疫の初期病変の閲覧は、今後
同様な病変を観察した際の診断の手がかりとなるこ
とから貴重であった。

（桑野睦敏）

第49回日本脳炎ウイルス生態学研究会

　平成26年5月16日から17日の2日間、山口県山口市
において第49回日本脳炎ウイルス生態学研究会が開
催された。本研究会は、ウイルス学的研究のみでは
なく、臨床やベクターである蚊の生態などに関する
研究を含んだ、広い観点から日本脳炎および近縁の
蚊やダニ媒介性フラビウイルスに関する総合的な討
論をする研究会である。
　一般演題24題と特別講演2題が発表され、約60名
の参加者が活発な討論を行なった。特別講演では、
山口県立総合医療センター血液内科の高橋徹先生が、
「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の国内初症例の
発見に至る経緯と分かってきたこと」、東京農工大
学国際家畜感染症防疫研究教育センターの水谷哲也
先生が、「次世代シークエンサーを使って新しいウ
イルスを発見する方法」、と題して講演された。
　SFTSは、2011年に中国から報告された発熱、血
小板および白血球減少、消化管症状を主徴とするマ
ダニ媒介性の新興ウイルス感染症で、原因ウイルス
はSFTSウイルス（ブニヤウイルス科）と名付けられ
た。高橋先生は、担当患者の症状からウイルス感染
症を疑い、山口大学共同獣医学部獣医微生物学教室
の前田健先生に検体のウイルス検査を依頼された。
前田先生は検体からウイルスを分離し、水谷先生に
よりSFTSウイルスであると同定された。最終的に
ウイルスは国立感染症研究所によって確認され、新

興感染症の国内初症例として公表された。講演では、
臨床経過やウイルス検査を依頼する経緯について、
担当臨床医の立場で経験した詳細について報告され
た。特に、未知の感染症を疑う症例について、異な
る分野の専門家が、密に連携し、それぞれの役割を
的確に果たすことの重要性を強調された。
　その他、興味深い一般講演の演題の概要を以下に
記す。

○日本脳炎ウイルス遺伝子型I型、III型およびV型
株に対する日本脳炎不活化ワクチンの効果

田島　茂ら（国立感染症研究所）
　日本脳炎ウイルスは、ウイルス粒子表面に存在す
るEタンパク質の遺伝子の塩基配列から、I～ V型
の5つの遺伝子型に分類される。東南アジアでは、I
～V型の多くの型のウイルスが分布しているが、そ
の他の地域では特定の型のウイルス株のみが分離さ
れている。日本にはⅢ型ウイルスのみが存在してい
たが、1990年代からⅠ型ウイルスが分離されるよう
になり、現在ではブタや蚊から分離されるウイルス
のほとんどはⅠ型ウイルスである。2003年に発生し
た馬の日本脳炎症例もⅠ型ウイルスが原因であった。
このようなⅢ型からⅠ型ウイルスへの移行は、中国
や韓国でも同様に認められている。さらに日本では
まだ分離報告はないが、中国や韓国で、今まで分離
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されていなかったV型ウイルスの分離報告がされて
いる。
　現行のヒト、馬およびブタ用日本脳炎ワクチンは、
Ⅲ型ウイルスを用いて製造されている。そこで本発
表では、現行ワクチンのⅠ型、Ⅲ型およびV型ウイ
ルスに対する効果を比較検討した。ヒト用の市販不
活化ワクチン2種類をマウスに接種して血清を採取
し、各遺伝子型ウイルスに対する中和抗体価を比較
した。その結果、2種類のワクチンいずれを接種し
たマウスの血清も、Ⅰ型およびⅢ型ウイルスに対す
る中和抗体価に明確な差は認められなかった。し
かし、いずれのワクチン接種マウスの血清も、V型
ウイルスに対する中和抗体価がI型およびⅢ型ウイ
ルスと比べて若干低いことが示された。各遺伝子型
ウイルスのEタンパク質のアミノ酸配列の比較では、
Ⅰ型とⅢ型間のアミノ酸配列の相違に比べるとV型
との間の相違の方が大きいことが示された。
　以上の成績は、Ⅰ型とⅢ型ウイルス間に比べると、
Ⅲ型ウイルスとV型ウイルス間の抗原性の差が大き
いことを示唆しており、このことが中和抗体価で比
較したワクチン効果が低いことの原因であることを
示唆している。
　今後も、ブタや蚊のウイルス分離調査を継続し、
V型ウイルスの侵入を監視する必要があると考えら
れる。

○2012年および2013年に長崎県で捕集されたコガタ
アカイエカCulex tritaeniorhynchusのアルボウイル
ス保有状況調査

小林大介ら（東京医科歯科大）
　コガタアカイエカは日本脳炎ウイルスの主要媒介
蚊である。日本脳炎ウイルス感染のリスク評価や、
海外の蚊媒介性感染症の侵入監視をする上で、野外
蚊のウイルス保有状況の調査は重要である。
　本発表では、2012年および2013年の2年間夏季に、
長崎県内の畜舎で捕集されたコガタアカイエカ2,065
匹を計87プールに分けて乳剤を調整し、培養細胞を
用いてウイルス分離と遺伝子検出を実施した。その
結果、両年とも１プールずつから遺伝子型I型の日
本脳炎ウイルスが、2012年捕集蚊12プールからゲタ
ウイルスが分離された。また両年ともコガタアカイ
エカラブドウイルスが高頻度に分離された。遺伝子
解析の結果、分離されたゲタウイルスは2005年に中
国の上海で分離された株と近縁であることが示され
た。近年、日本ではゲタウイルスの分離報告はほと
んど見当たらないが、2005年に高知県のブタ血清か
らの分離報告がある、とのことである。現在 JRAの
すべての競走馬は、不活化ゲタウイルスワクチンが
接種されており、また長い間、馬での発生報告はな
かった。しかし今秋、美浦トレーニング・センター
で小規模な発生が認められた。ゲタウイルスは日本
脳炎ウイルスと同様に、ブタと蚊の間で主要な感染
環が成立している。したがって、蚊の駆除対策の実
施、適切な時期におけるワクチン接種は重要である。

（近藤高志）

日本顕微鏡学会第70回学術講演会

　日本顕微鏡学会第70回学術講演会が平成26年5月
11 ～ 13日に千葉市幕張メッセで開催され、聴講の
ため参加した。今後の研究に参考になると思われた
講演について、その概要を報告する。

○白癬菌およびその遺伝子操作株のヒト爪への侵入
過程の形態学的解析

西山彌生（帝京大学）

　白癬はヒトの体表部にみられる表在性真菌症の中
でも、最も患者数の多い皮膚疾患であるが、白癬菌
の病原因子や感染機序については充分に解明されて
いない。講演者らは白癬菌が皮膚組織へどのように
侵入するのか、その機序を明らかにする目的で、そ
のプロセスへの関与が予想される分子の同定を進め
ている。本発表では、形態形成や二次代謝産物産生
など、糸状菌の多様な細胞内プロセスの制御に関わ
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るとされているvelvetファミリータンパク質のVeA
に着目し、その遺伝子破壊株の増殖やヒト爪への侵
入過程について、走査型電子顕微鏡（SEM）を用い
て検討した成績を報告していた。検索は試験菌株と
し て、Arthroderma vanbreusseghemii TIMM2789
（野外株）、ホスト株、遺伝子破壊株、および復帰株
の4株を用いた。無機塩のみを含む寒天培地と試験
菌株の小分生子を混合した平板培地に滅菌ヒト爪を
載せ、28℃、3日間培養した。これを常法により処
理して、SEMで観察した。その結果、野生株およ
びホスト株はともに発育良好で、均一な幅をもち
真っすぐに伸びた菌糸が爪表面全体を密に覆ってい
た。両菌株の菌糸形態に差異は見られず、菌糸先端
部がうろこ状に重なった爪表層の間隙に侵入してい
る像がしばしば観察された。これに対して遺伝子破
壊株の菌糸発育は悪く、爪表層に粗い網目を形成し
ていた。菌糸は、屈曲、多分岐、隔壁間の長さが短
いなど異常な形態を示した。復帰株の菌糸形態は遺
伝子破壊株にやや類似して屈曲傾向を示したが、発
育は概ね良好で、爪表層間隙への侵入像も多数見ら
れた。以上の成績から、遺伝子破壊株は菌糸形態に
異常を来たし、爪表層での発育ならびに組織への侵
入が抑制されていることが確認され、実際のヒト爪
への感染におけるVeAの機能が示された。
　馬においても、皮膚真菌症、真菌性喉嚢炎、真菌
性角膜炎などの真菌感染症にしばしば罹患し、真菌
は重要な病原体の1つである。この様な真菌感染症
に対する効果的な治療法や薬剤の開発は非常に重要
であることから、今後の更なる本研究の発展が期待
される。

○SBF-SEMによるマラリア感染細胞の三次元観察
坂口美亜子ら（長崎大学）

　マラリアは、蚊によって媒介される4種類のマラ
リア原虫がヒト体内に侵入・寄生することで引き起
こされる原虫性感染症で、なかでも熱帯熱マラリア
原虫（Plasmodium falciparum）は症状が重篤で、死
に至る場合もあることから、マラリアワクチンの早
急な開発が切望されている。P. falciparumは宿主赤
内期において寄生包膜に包まれた状態で増殖し、感
染赤血球内にマウレル裂と呼ばれる膜状構造、ある
いは赤血球表面に突起構造（ノブ）が出現する。これ

らの構造は原虫の病原性に関与する様々な分子の輸
送装置、あるいは血管内皮細胞表面に接着するため
の構造と推測されているが、これら構造を含めた詳
細な微細形態やそれらの機能は充分に明らかにはさ
れていない。
　演者らは、近年開発されたSBF-SEM（Serial Block 
Face-Scanning Electron Microscope）を用いて感染赤
血球の内部に感染したP. falciparumの微細構造につ
いて解析し、その成績を報告していた。SBF-SEMは
試料チャンバー内にミクロトームを導入した走査型電
子顕微鏡で、試料表面を連続的に切削しながら、そ
の試料の各切削面の画像をコンピュータに取り込み、
三次元再構築する手法で、P. falciparumの赤血球内
での微細構造を解析した。本原虫は赤血球内では、
メロゾイトが赤血球に侵入後、リング型期、トロホゾ
イト期、シゾント期を経て発育し、シゾント中に形成
されたメロゾイトが再び血中に放出され、次の赤血
球へ感染するが、検索はこれら各発育ステージの赤
血球について実施された。その結果、リング型期では、
原虫の中に核は１つ存在し、分岐した形状を呈して
いた。マウレル裂が現れ始めるが、赤血球の表面に
ノブはまだ観察されない。トロホゾイト期では、核や
マウレル裂が大きくなり、食胞やヘモグロビン内包構
造が形成される。ノブは少数存在。シゾント前期で
は、核が分裂を始めるが、娘細胞（メロゾイト）はまだ
形成されていない。ノブは増加。シゾント後期では、
細胞は分裂し、娘細胞（メロゾイト）に分裂する。娘
細胞の中にはロプトリーと呼ばれる分泌小器官が見
られる。ノブは表面全体に存在している。この様な
感染赤血球の体積はリング型期からトロホゾイト期
では増加するが、シゾント期になるとヘモグロビンが
消費されるために減少していた。またマウレル裂は
寄生胞膜から赤血球表面にかけて連続的に互いに結
合した構造ではなく、赤血球内に分散して存在して
いた。これら感染赤血球の微細立体構造の解析によ
り明らかにされた知見は、新たなマラリア治療薬の開
発や予防対策に有用な情報であると述べていた。
　馬においても、赤血球にバベシア・カバリあるい
はタイレリア・エクイと言う原虫が感染して貧血を
引き起こす馬ピロプラズマ病があり、我が国にこの
伝染病が侵入しないように動物検疫所での輸入検疫
は厳重に実施されている。本病についても感染赤血
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　平成26年5月22日（木）から24日（土）の3日間、大阪
国際会議場、大阪リーガロイヤルホテル、堂島リ
バーフォーラム（梅田）にて、第57回日本糖尿病学会
年次大会が実施されました。本学術集会は、臨床医
のみならず看護士、理学療法士、管理栄養士、栄養
士など実際に糖尿病患者に対応する医療関係者が
一斉に集う場であり、参加者は3日間で1万人を超え
る大きな学会です（平成24年次は1万3千人超しの参
加）。シンポジウムだけでも164演題、ランチョンセ
ミナーが60演題、イブニングセミナーが6演題、一
般口頭発表が約1340演題、ポスター発表にいたって
は1400演題以上もあり、目的を絞って参加しなけれ
ば何を聴きに行ったのかわからなくなるほどでした。
これだけの人数が集う理由は、単に患者が多いから
だけではありません。糖尿病は不治の病であり、進
行すれば合併症が起こることから、慢性多臓器不全
疾患とも言われています。内科医療、内分泌医療の
範囲にとどまらず、骨が脆くなったり、足が壊疽を
おこしたりすれば外科技術による整復や切断など外
科医や整形外科医が必要となりますし、骨格筋が痩
せてくればリハビリとしての理学療法および体力医
学的な運動療法を指導する看護士や理学療法士も必
要となります。そもそも糖尿病には食事療法がつき
もので栄養管理は必須です。さらに、妊娠リスクを
伴うことから産科においても重要疾患です。また、
皮膚、眼、心血管系、尿路系など多種の臓器に病変
が延焼することが多く、そうなれば、それぞれの専
門医が必要です。この疾患としての多様性が本学会
に多くの医療関係者が集い、かつホットな議論がわ
き上がる理由となっています。さて、臨床医学研究
室では、一般研究としてインスリン動態と密接な関
連がある食飼性蹄葉炎について発症実験などを通し
て研究しています。今回、「人ではインスリン動態
をどのように捉え、疾患と結びつけているのか」を
知ることで、ウマにおける研究のヒントを得ようと

この学会を選び、参加・聴講してきました。

【聴講目的と学会概要】
　聴講ポイントの第一項は、人医療でインスリン抵
抗性をどのように捉えているか。第二項は、インス
リン・コントロールを人医療ではどのように実施し
ているか。第三項は運動処方とインスリン動態の研
究進捗状況を知ることでした。聴講の結果、人医学
では、インスリン抵抗性という病態が実に複雑でバ
リエーションがあり、細かく検査して診断している
ことがわかりました。膵臓のβ細胞が障害をうけて
いるため血糖値が上がってもインスリン分泌が不良
の症例、インスリン受容体の異常により血中インス
リン分泌が正常でも血糖値が下がらない症例、全身
反応だけでは説明できないインスリン抵抗性による
局所臓器の異常などは、異なるテーマで議論されて
いました。一例として、ヒトでは、インスリン抵抗
性の結果、脂肪肝と筋肉内脂質含量の増加が起こり
ますが、肝と骨格筋をそれぞれ分けて診断、治療し
ているようでした。インスリン抵抗性の患者さんで
は、肝実質細胞のミトコンドリア活性が低下するの
に併せて肝細胞内に脂肪が蓄積されるケースが多く、
これを放っておくと脂肪肝や肝硬変が進行し、場合
によって肝癌に移行します。インスリン抵抗性にお
ける骨格筋の反応では、筋内のグリコーゲン貯蔵や
糖利用がうまく行かなくなり、エネルギーとして筋
蛋白を利用するにようになると相対的に筋蛋白の同
化率が減少して筋量が減ります。同時に骨格筋のミ
トコンドリア活性は落ち、筋細胞内に脂質が蓄積さ
れる現象が見られます。糖尿病の老人に起こるサル
コペニア（骨格筋量の加齢性減少）でよく見られる現
象です。このように、インスリン抵抗性は臓器の違
いによって症状にもバリエーションがあり、その病
態が人命に間接的にも直接的にも関わるため、専門
的かつ正確な診断が必要なようでした。一方、サラ

球内での原虫の発育に伴う微細構造については充分
に解明されておらず、本講演は非常に興味深い内容

であった。
（片山芳也）

第57回日本糖尿病学会年次大会
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ブレッド種競走馬ではインスリン異常を伴うメタボ
リック症候群は現役時代には顕在化しませんし、脂
肪肝やサルコペニアなどはどの年齢層でも見られま
せん。一方で、年齢や馬の種類に関係なく発症する
蹄葉炎は、インスリン抵抗性と複雑に関係すること
が解ってきました。現在、世界的に有力視されてい
る蹄葉炎の発生機序の仮説では、血中インスリン値
が高いまま持続するインスリン抵抗性の発生、イン
スリン抵抗性で生じる高い血糖値持続による蹄構成
細胞への糖毒性の発生、血中インスリンが誘導する
血管内皮のエンドセリン産生から起こる末梢血管の
虚血、蹄表皮細胞へのインスリンによる糖外シグナ
ルの発生とこれによる表皮細胞の増生、蹄が体重を
一身に担っているという力学的負荷の問題、食餌性
蹄葉炎ではエンドトキセミアによるインスリン抵抗
性の増強と循環抑制および局所組織障害、など複数
の要因が同時に働いていると考えられています。注
目度の高い現象はインスリン抵抗性の発生です。ま
た、ポニーではインスリン抵抗性からサルコペニア
が進行したと考えられる症例を経験することがまれ
にあります。食べても食べても痩せていき、眠るよ
うに死んでいきます。ポニーのインスリンレセプ
ターは血統的に異常なことが多く、ある年齢に達し
てから著しいインスリン抵抗性となった結果、肝細
胞内に糖を蓄えることができず、また骨格筋が血糖
を利用できなくなる結果、脂肪と筋蛋白の異化が相
対的に進み、サルコペニアが重度に起こって死亡し
ます。人とは異なる症状ですが、馬でもインスリン
抵抗性の問題が疾患に結びついています。
　さて、インスリンのコントロール技術については、
人医療では大変進んでいることがわかりました。数
十年前から始められた精製インスリンの体内投与
は、現在では急速反応型インスリン剤、持効型（長
時間作用型）インスリン剤の開発により、いろいろ
なバージョンで投与する手技が確立されていました。
また、SU（スルホニル尿素）剤は、膵臓のβ細胞を
刺激してインスリン分泌を促す薬剤ですが、血中イ
ンスリン濃度の調節ができないため副作用として低
血糖を起こして昏睡する患者さんが問題でした。し
かし、現在では、インスリン感受性を高めることで
インスリン抵抗性と高血糖を改善するメトホルミン
や、インスリン分泌を促す消化管ホルモン（インク

レチン）を分解する酵素を抑制し、インスリン分泌
を促すことで血糖降下作用を発揮するDPP-IV阻害
剤や、さらには腎近位尿細管からの糖再吸収を抑制
することで血糖値を緩やかに下げるSGLT2阻害剤
や、上記薬ではあまり反応しない脂肪萎縮を伴う糖
尿病に有効なレプチン試薬とさまざまな薬剤が開発
され、その使用方法が多方面から検討されていまし
た。およそ、馬の世界ではまだ試みられていない投
薬手法が多く、完全には理解出来ない部分もありま
した。ですが、これらの薬剤のうちメトホルミン製
剤の馬への応用はすでに海外では試みられています。
期待した良い結果は出ないというのが実際のところ
のようです。その他の製剤の馬への応用については
随時報告されることが期待されています。
　また、運動処方とインスリン動態に関する研究
は、人医療においても現在進行中のホットな話題で
した。これは、運動がインスリン抵抗性を改善する
というメタ理論が疫学的調査から実証されてから活
発になった分野です。これまで接点のなかった糖尿
病医師、筋の研究者、体力医学者、スポーツ科学者、
理学療法士が一堂に会し、熱い議論を交わす十分な
テーマを与えていました。以前は、IL-6は脂肪組織
に局在するマクロファージから分泌されるサイトカ
インと認識され、炎症を助長するのみならずインス
リン抵抗性を創出し、かつ糖代謝を悪化させると考
えられていました。近年では、運動で筋収縮が起こ
ると骨格筋からIL-6が産生されることがわかり、こ
れがインスリン抵抗性を改善することも知られるよ
うになってきました。骨格筋からでるIL-6はマイオ
カインと呼ばれていますが、基本的に炎症担当細胞
が産生するIL-6と同じ分子と見なされています。イ
ンスリン抵抗性を助長する因子と改善する因子が同
じという一見矛盾する作用機序をどのように理解し、
機序を整理していくかがよく理解できなかったので
すが、そこが今後の研究課題なのかもしれません。
また、人で議論となる骨格筋の病態は前述の高齢者
のサルコペニアが中心であって、高齢者の場合、運
動療法が適応しにくいことから、研究が進んでも実
指導は難しいという側面もありそうです。それ以外
には、中年以後の肥満体質の患者さん、いわゆるメ
タボ症候群の健康管理を対象に、筋の中で起こるイ
ンスリン反応と運動に関する研究が、この分野の医
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療関係者と研究者により牽引されていく様子が窺え
ました。この問題については、最終的に体力医学界
でもしばしば話題となる運動と栄養に関する研究と
リンクしていくことで、スポーツ科学に貢献するこ
とも期待されています。
　また、参加して思わぬ副産物も聴講できました。
「足病変とフットケアー」というテーマのシンポジウ
ム、単独口演およびポスター発表です。日本フット
ケアー学会および日本下肢救済足病学会の二つが
2000年代になって日本で発足しており、この分野を
リードしています。今回は日本フットケアー学会か
ら参加した医師と看護士が中心となって貴重な臨床
例や研究データが公開されました。特に看護士（女
性）さんの患者に向き合う気持ちは強く、特例看護
士の制度が確立されたフットケアー分野では、外科
的デブリードメントが許されている看護士さんが、
毎日の丁寧なデブリードメントを看護士だけで行い、
足切断から中年女性を救ったなどのトピックも報告
されました。もちろん、こういった症例報告はすぐ
には馬に応用できないものです。英語でこそ同じ
footと呼ばれる人足と馬蹄ではありますが、構造の
違いは明らかで、外傷ひとつとってもそれが意味す
るところはかなり違うからです。ですが、ヒトの糖
尿病では、足病変を放置することで最終的には全身
の多臓器に障害が及びやすくなることが疫学データ
から証明されていました。これは、肢勢の土台であ
る蹄の異常を放置すれば競走生命どころか真に命に
も関わりかねない馬の現況と似ています。また、近
年になってから発達してきた分野だけに、フットケ
アーに感心を示す医師が少ない。一方で、この問題
に直面している看護士の皆さんは許されている医療
行為の中で医師を頼らずになんとか患者を救済でき
ないか必死に検討している。このような姿は、蹄病
対策が進んでいない獣医学に頼らずに装蹄処置を工
夫することで蹄病にあたる装蹄師の姿とだぶりまし
た。結局、向き合う姿勢、足りない部分、目指す所
は我々と同じなのかもしれません。なお、アメリカ
で蹄病に頻繁に用いられているマゴットセラピーも、
もとはと言えば人医学のフットケアー技術から派生
した馬の蹄病治療法です。今回の報告会でも、当然
のように人医学フットケアーの一部としてマゴット
セラピーが紹介されました。人医学フットケアーか

ら馬の蹄の治療法に応用できる技術が今後も出てく
る可能性があります。以下に、興味のあった演題に
ついてご紹介します。

●教育講演
・インスリン作用機構

窪田直人（東京大学）
　総括的なインスリンに関する講義でした。インス
リンは三大栄養素と言われる炭水化物・タンパク
質・脂質のいずれに対しても同化作用を示し、グル
コースをはじめとする様々な栄養素の貯蔵と利用お
よび血糖値の恒常性維持に重要な役割を果たしてい
ます。これは、間欠捕食動物であるほ乳類に共通し
たメカニズムであり、食物を摂取し余剰となった栄
養素を体内に蓄積し、食物が不足した際に効率よく
エネルギーとして取り出すために重要な内分泌機構
と言えます。詳述すると、インスリンの正常な基本
作用は、糖、アミノ酸、脂肪酸の細胞内利用や合成、
貯蔵にかかわるシグナルや酵素を活性化することに
あります。反面、それらの分解や糖新生（グリコー
ゲンからグルコースをつくること）に関わる酵素を
抑制し、異化反応にはネガティブに働きます。では、
インスリンの主要な標的臓器は何か。それは、肝臓、
骨格筋、脂肪組織です。肝臓では、糖、アミノ酸、
脂肪酸のそれぞれの代謝が、骨格筋では糖とアミノ
酸代謝が、脂肪では脂肪酸代謝がそれぞれ主たるイ
ンスリンの役割です。また、インスリンに依存する
最大の糖の取込（糖利用）器官は骨格筋です。よって
“運動”は血糖を下げる最適な方法といえます。グリ
コーゲンからグルコースに代謝される肝臓での糖新
生は、基本的にインスリンにより抑制されています。
空腹時にはインスリンが出ないという事実は、空腹
時の下がりすぎた血糖値を速やかに回復するために
むしろ好都合となっています。また、健常者の空腹
時、低濃度のインスリンが脂肪組織における脂肪分
解を抑制して、血中の遊離脂肪酸レベルは低く抑え
られていることも知られています。一方、肝臓でも、
インスリンは遊離脂肪酸からのケトン体生成（TCA
回路で利用されるかたち）を抑制し、むしろ脂肪合
成を促進します。インスリン作用の欠乏（インスリ
ン抵抗性のひとつ）は、骨格筋における同化作用の
低下を招来して骨格筋萎縮（サルコペニア）を誘導し、
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肝臓ではアミノ酸代謝を増加させます。これらエネ
ルギーに関わる反応以外にもインスリンは多彩な効
果を発揮し、糖外シグナルとして種々の遺伝子発現
調節、核酸合成、蛋白合成、細胞増殖および細胞分
化に関わっています。これらの反応には、それぞれ
独自のインスリン作用機序として特徴的なシグナル
経路が存在しています。インスリンは生体の恒常性
維持になくてはならないホルモンであり、その異常
は短期的にも長期的にも疾患と結びつくと言えます。
　前記したように蹄葉炎の発症背景にインスリン抵
抗性があると言われるようになってきました。とこ
ろが研究が進む一方で、真皮に炎症が誘導される機
序、表皮細胞では変性と増生どちらが先に発生して
いるのか、表皮葉が真皮葉から剥がれる原因である

コラーゲン分解酵素の活性化が必ず起こる訳ではな
いのはなぜかなど、インスリン抵抗性だけでは説明
できない不明な点も多々見つかり、蹄葉炎の真の原
因となる科学的根拠は充分には整理されていません。
ウマでは研究手段が少ないことに加えて、コンパニ
オン・アニマルとしての性質をもった馬を多頭数実
験に供することが嫌気されること、馬が高額である
ことなども影響して、世界の蹄病研究者は、ある意
味大きな壁を乗り越えられないでいます。今後も進
んだヒト医療を参考にインスリン抵抗性と病態の関
連性に関心をもち、研究の進捗状況を監視していき
たいと考えます。

（桑野睦敏）

　2014年6月27日から28日にかけて、熊本にて第40
回日本骨折治療学会が開催されました。日本骨折治
療学会は人間の骨・関節外傷ならびにこれらに関連
する諸問題を研究し、その進歩、発展を図る事を目
的とした学会です。非常に多くの日本の整形外科医
師が参加している学会であり、整形外科手術の手技
に関する報告が大半を占めておりました。私自身は
整形外科の専門獣医師ではありませんので、その手
技については詳細に理解できませんでしたが、現在
研究を行っている低出力超音波治療（LIPUS）に関す
るセッションが設けられておりましたので、参加さ
せていただきました。また、LIPUS以外にも外科手
術の感染予防に関する講演もあり、そちらについて
も報告させていただきます。

LIPUS関連
○エビデンスが示す低出力超音波パルスの骨折治療
効果

松下　隆（帝京大学）
　松下先生は帝京大学の教授で、ヒトのLIPUS治療
の第一人者の先生です。現在まで多くの臨床試験を
行い、その成績を報告しています。今回のセミナー
では今までのエビデンスとなる報告を紹介し、また

その有効性についてお話されてました。その論文に
ついては割愛しますが、大変興味深い意見として
『LIPUSは本当に良好な骨癒合をさらに良くする治
療法ではなく、不良な症例に効果を示す』というと
ころです。LIPUSに関する論文は非常に多いが、多
くはマウスもしくはウサギの骨折モデルとヒトの臨
床データだけです。ヒトの臨床データに関してはや
はり統計的な差はでにくい傾向がありますが、先生
がおっしゃるには差が出ない報告の多くはコント
ロール群も骨癒合が良好な成績であることが多いと
のことでした。ヒトにおいて有意に骨癒合を遅らせ
る因子として加齢と喫煙が上げられますが、このよ
うな骨癒合が不良である症例群にこそ良い成績が出
るそうです。

○骨折に対する積極的保存療法　―低出力超音波パ
ルス照射と副甲状腺ホルモン投与―

神宮寺誠也（九州労災病院）
　このシンポジウムにおいては、近年新たに提唱さ
れた積極的保存療法についてのシンポジウムが行わ
れました。積極的保存療法とは単に安静にして骨折
治癒を待つのではなく、超音波などの物理的刺激や
薬物によって骨折治癒を促進する治療法です。特に、

第40回日本骨折治療学会
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ヒト医療ではLIPUSと副甲状腺ホルモン（パラソル
モン）投与が主流となっており、このシンポジウム
でこれらの使用法について討議が行われました。残
念ながら主題はLIPUSよりパラソルモンになってい
ましたが、その背景としてLIPUSはもはやヒト医療
においては当たり前の治療であり、パラソルモンは
これからの治療として臨床医も試している段階であ
るようです。

LIPUS以外
　本会においても整形外科手術は手術の大半を占め
るものですが、ヒトと同様に術後感染症はしばしば
発生します。術後感染症は患者と医師両方に経済的
や身体的負担をかけ、場合によっては死につながる
可能性もある疾患です。本講演では、ヒトの整形外
科手術における術後感染症の防止策について焦点を
当てておりました。ウマの手術にも応用可能な手技
がありましたので、報告させていただきます。

○手術部位感染（Surgical Site infection ; SSI）予防
に役立つ創閉鎖法

高田直也（JA愛知厚生連海南病院）
　術後感染症予防のためには、当然手術室の環境、
手洗法、消毒剃毛、予防的抗菌薬、無菌操作などあ
りますが、これらについてはCDCや日本整形外科
学会ガイドラインにあり、この報告において主要な
話ではありません。この項においてはガイドライン
にない創閉鎖にスポットを当て、感染を防ぐ創閉鎖
について4点説明がありました。
①サージセルの使用
　サージセルは植物由来のガーゼで、止血効果を持
つ製材です。その特徴として、血液と接触すること
によりゼラチン塊を形成し、止血効果を持つこと、
吸収性で2週間で100％体内に吸収されること、pH
を局所的に低下させるため静菌作用を持つことが挙
げられます。競走馬の整形外科手術で一般に出血は
少ないのですが、出血が多く術後創にトラブルが多
い喉頭形成術などに応用は可能かもしれません。
②抗菌性縫合糸
　抗菌効果を持つトリクロサンを配合した縫合糸が
近年ヒトでは普及してきております。ご存知の通り
特に撚糸は菌が付着しやすく、術後感染の一つの要

因として挙げられます。近年抗菌性のPDSやバイク
リルが発売され、良い予後を得られているようです。
特にPDSを推奨しておりました。今後その有用性は
報告されるであろうとのことでした。
③ステープラは使用しない
　ヒト医療におけるステープラは、使用しない方が
いいのではないかとの提案でした。ヒト医療におけ
るステープラの問題点として、患者さんの不安、縫
合および抜去時の疼痛、傷痕を挙げるとともに、や
はり感染リスクが糸縫合の3.8倍あるというのが最
大の問題とのことでした。確かに簡単で、長時間手
術の最後にはこれで済ましてしまいたい気持ちも理
解できるが、最後まで縫合することを推奨していま
した。
④ 真皮縫合（皮内縫合）＋ダーマボンド
　ステープラの話にも通じますが、表皮を貫通する
縫合はやはり外部と内部の道を作るものであり、感
染リスクの一つになってしまいます。真皮縫合を行
い、その間をボンドで埋めてしまう手法が最も感染
リスクが少ない縫合法であるという報告が出てきて
います。日本国内ではまだまだ広まっておりません
が、今後はスタンダードになっていくでしょうとの
ことでした。

○整形外科手術におけるより良い縫合創治癒のために
山本直人（新東京病院）

　こちらは形成外科の先生が瘢痕化の観点から真皮
縫合について説明しておりました。ヒトにおいては、
顔など見える部分の術後瘢痕残存はできる限り避け
なければなりません。皮内縫合とダーマボンドの組
み合わせは、糸穴が発生しないことからより少ない
瘢痕となります。またダーマボンドもしくはドレッ
シング剤の使用は縫合部の乾燥と壊死を防止し、創
の過度の瘢痕化を防ぐことができます。真皮縫合の
ポイントとしては、少し盛り上げて縫合することに
より、張力を得ることです。時間の経過とともに創
の隆起は減少し平らになります。これがないと創の
離開が起こってしまうとのことでした。
　また、質問ではやはりこの縫合法で心配なのは、
完全に閉鎖してしまうので、血腫発生時に問題が起
こるのではないかと心配されていましたが、血腫や
浸出の可能性がある場合はこの縫合とドレーン挿入
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を組み合わせることが推奨されていました。

○炭酸ガス経皮吸収期間が骨折治療促進作用に与え
る影響

岩倉　崇（神戸大学）
　骨折治癒促進として国内で主流となっているのは
LIPUSとPTH（副甲状腺ホルモン）ですが、これは
第3の治療法として期待されている炭酸ガス経皮吸
収です。炭酸ガス経皮吸収は炭酸温泉などに入った
時に起こる局所の血管新生や血流増加作用であり、
これを骨折の治療にも応用しようという考え方です。
しかし、炭酸ガスの入った風呂に入るだけでは当

然骨折は治癒しません。この治療法では炭酸ガスを
吸収するハイドロジェルを骨折部に塗布し、100%
炭酸ガスを暴露（袋などに入れた）させることにより、
炭酸ガス入浴剤（バブ等です）の240倍の炭酸ガスを
吸収させることが出来るそうです。すでにラットの
大腿骨々折で治癒を促進することが証明されており、
今後の臨床応用が期待されている治療法です。
　本報告ではこの治療をどの程度継続すればより良
い効果が得られるかを比較しており、骨折後から1
日20分で3週間続けることにより骨折癒合率はコント
ロールの33%から83%まで上昇したとのことでした。

（黒田泰輔）

第28回インフルエンザ研究者交流の会シンポジウム

　2014年7月4日～ 6日に、鳥取市総合福祉センター
さざんか会館で第28回インフルエンザ研究者交流の
会シンポジウムが開催された。以下に、興味深い発
表について紹介する。

○2011-2012 年インフルエンザシーズンに見られた
ワクチンによるアナフィラキシー症例

城野洋一郎（化学及血清療法研究所）
　ウマの皮膚は敏感であり、副反応には非常に気を
つかってワクチンを開発しているが、ヒトではイン
フルエンザワクチンによるアナフィラキシーの症例
が例年の4倍出たのでその理由を含めて報告したい。
　子どもの間で、2011-12年シーズンにワクチンに
よるアナフィラキシーが起こった。例年は、10例以
下であるが、最終的には、40症例にのぼった。特に、
3-9歳でワクチン接種量が0.2mlから２.5倍量の0.5 ml
に増加なった2011-2012シーズンに対象となった年
齢層で増えたので、ワクチン量の増加と関係がある
可能性がある。なお、13歳以上では大きな変化は無
かった。また、このアナフィラキシーはK社のワク
チンのみで多発した。では、他社のワクチンとK社
のワクチンの大きな違いは何か？その違いは保存剤
にあり、保存剤として他社はチロメサールを用いて
いるのに対して、K社のみ2007/2008シーズンより
チロメサールから2PE（2-フェノキシエタノール）を

用いていた。
　チロメサールは、アメリカで自閉症の増加との関
係が疑われ、米国医学協議会が2001年にチロメサー
ルと自閉症の疑いは否定も肯定も出来ないので使用
を控えるべきであると勧告したいきさつがある。そ
の後、2004年にチロメサールと自閉症には関係がな
いという調査結果が発表された。しかし、チロメ
サールは水銀を使っており、有機水銀であるとい
うこと、また、K社のある熊本県には水俣病の水俣
市があるということなどから、K社はチロメサール
から2PEに変更した（2007/2008シーズンより）。2PE
は化粧品やワクチンに使われていて、安全性の高
い保存剤である。また、ワクチン株として、新型
インフルエンザウイルスであるA/California/7/2009 
(H1N1) pdm09を用いたこともそれまでのワクチン
と違う点である。
　多くの症例は30分以内で症状が現れ、全ての症例
でステロイド、抗アレルギー薬で解決し、後遺症
はなかった。さらに、発生率は1/10万は超えていな
かったので、安全性の基準は確保されていたので接
種を中止にするのではなく、K社のワクチンを使っ
ている医療機関に、接種後30分は様子を見るように
という注意喚起を行った。
　2012-13年から保存剤を2PEからチメロサールに戻
すことでアナフィラキシーは減少したので、原因と
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しては、2PEが大きな原因と考えられた。アナフィ
ラキシーを起こした原因物質としてタマゴアレル
ギーを疑ったが、卵アルブミンは検出限界以下であ
り、原因とは考えられなかった。
　しかし、2PE存在下では、保存中にワクチンタン
パク質が大きくなる傾向が見られたが、チメロサー
ルでは、大きさは変わらなかった。チロメサールに
は抗原タンパクを安定化させる作用があるので、逆
に、チメロサールが入っていないため安定化できな
かった可能性が考えられた。なお、2PEはインフル
エンザ以外のワクチン、化粧品ではほとんど副作用
の報告がなく、世界的には化粧品で2－3例の報告が
あるのみであった。
　これらのことをまとめると、ワクチンの保存剤と
して、チロメサールの代わりに2PEを用いることに
なったことによりワクチンタンパクの分子量が凝
集により大きくなる傾向にあった状態で、新型イ
ンフルエンザウイルスの出現により、ワクチン株
にA/California/7/2009 (H1N1) pdm株を加えたこと、
さらに、3-9歳でワクチン接種量が0.2mlから２.5倍量
の0.5 mlに増大させたことにより、とりわけ3-5歳児
のアナフィラキシーが増加した可能性が考えられた。

○H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスかブタ
に感染すると SAα2,6Galレセプターに結合するウ
イルスか選択されるか？

七戸新太郎ら（滋賀医科大学） 
　昨年のインフルエンザ研究者の会シンポジウム
で演者らは、H3型で、SAα2,3Gal型糖鎖を認識す
る鳥インフルエンザウイルスをブタに接種し継代
するとSAα2,6Gal型糖鎖を認識するウイルスが出
現し、さらにブタで継代すると全てのウイルスが
SAα2,3Gal型糖鎖よりもSAα2,6Gal型糖鎖を優位に
認識するウイルスに変化することを報告した。つま
り、H3型インフルエンザウイルスは、ブタ体内で、
ヒトに感染しやすいSAα2,6Gal型糖鎖を認識しやす
いウイルスを出現させ、さらに、優位にそのウイル
スを選択し、増殖しやすくすることを明らかにした。
本年は、同様の実験をH5N1高病原性鳥インフルエ
ンザウイルスで行った。ブタで７代の継代を行っ
たが、SAα2,6Gal型糖鎖を認識するウイルスは生じ
てこず、全て、SAα2,6Gal型糖鎖を優位に認識する

ウイルスであった。H5N1高病原性鳥インフルエン
ザウイルスがヒトにはじめて感染したのは、1997年
である。また、2003年より毎年のようにヒトに感
染者を出しており、2013年末までに、650人が感染
し、386人が亡くなっている。そのことから、次の
パンデミックウイルスとして騒がれてきましたが、
2003年から10年たっても人から人への感染は起こっ
ていない。1997年からだと15年以上である。おそら
く、H5型HAは、SAα2,6Gal型糖鎖を認識するよう
になるのは、困難であり、そのため、ブタで継代し
てもH3型ウイルスと違って、SAα2,3Gal型糖鎖を
認識するウイルスが優位であり、ヒトの世界でパン
デミックを起こしにくい理由かも知れない。このブ
タでのHAのいろいろな亜型での継代実験は、将来、
ヒトの世界でパンデミックを起こすウイルスが来る
のかを知る上でも重大だと思われる。

○ニワトリのインフルエンザウイルスのヘマグルチ
ニン220ループの構造がフコース付加α2,3 レセプ
ターとの結合特異性を決定する 

日尾野隆大ら（北海道大学）
　α2,3結合のみに注目するならば、馬のレセプター
はα2,3型であり、鳥インフルエンザウイルスが容易
に馬に感染するということになり、H5N1鳥インフ
ルエンザウイルスに感染するなどのことが起これば
非常に危険とも言える。例えば、Ahmed S Abdel-
Moneimら は、A/equine/Egypt/av1/2009(H5N1)ウ
イルスを分離し、“Isolation and characterization 
of highly pathogenic avian infl uenza virus subtype 
H5N1 from donkeys.”（J Biomed Sci. 2010; 17(1): 
25.）という論文を発表している。これは、ロバから
分離されたウイルスであるが、ロバの中で大きな感
染の広がりを起こし、被害が甚大というわけでもな
い。しかし、鳥インフルエンザウイルスがウマの世
界に来ないのかといえば、1993年にH3N8鳥インフ
ルエンザウイルスが中国の内モンゴルで感染、拡大
し、多くの馬が亡くなったが、翌年はほとんど病
原性も低くなり、それ以降は馬の世界から消えて
いった（Y Guoら“Seroepidemiological and molecular 
evidence for the presence of two H3N8 equine 
infl uenza viruses in China in 1993-94.”, J Gen Virol. 
1995, 76:2009-14.）。現在のH3N8馬インフルエンザウ
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イルスも1960年代の初頭にアメリカで鳥から感染し
たとも言われている。しかし、遺伝子を調べて見る
と馬インフルエンザウイルスは意外と古くから独自
に進化をしている可能性が高く、簡単に鳥インフル
エンザウイルスがウマの世界で広がることはない。
　ところで、鳥類は、分類学上では「綱」に属する概
念であり、哺乳類「綱」に対応する。ウマインフルエ
ンザウイルスがヒトに感染しないように、鳥類にお
いても「種」という壁を越えて簡単にインフルエンザ
ウイルスが増殖するわけではない。実際に、野鳥の
カモは、すべてのHA亜型のインフルエンザウイル
スのリソースとなっていると考えられるが、カモの
インフルエンザウイルスがニワトリに簡単に感染す
るわけではない。そこで、演者らは、H5N2型低病
原性ウイルスであるニワトリから分離された茨城株
とカモから分離されたモンゴル株を用いて相互に感
染するかを調べたところ、カモから分離されたモン
ゴル株はカモには感染するが、ニワトリには感染し
ないこと、また、ニワトリから分離された茨城株は
ニワトリには感染するがカモには感染しないことが
わかった。また、カモ結腸はα2-3型シアル酸であ
るが直鎖型糖鎖であり、ニワトリの気管は分岐型糖
鎖であることもわかった。アミノ酸配列の違いより、
茨城株とモンゴル株の違いは、R222KとR227Sの違
いであり、この違いが分岐型であるニワトリの気管
に感染するか、あるいは、直鎖型であるカモの腸管
に感染するかの違いであると考え、リバースジェネ
ティクスを用いてアミノ酸配列を変えたウイルスを
人工的に作り出すと、感染する宿主が変わったこと
から、R222KとR227Sの違いが糖鎖構造の認識の違
いに影響していることも証明された。
　非常に鮮やかな証明であるが、実際には、カモか
らウズラを経てニワトリに感染できるようになると
いうことも考えられており、ウズラについてもさら
なる研究が進むことが期待された。

（杉田繁夫）

○日本の馬インフルエンザワクチン株と最近の海外
分離株との抗原性状比較

山中隆史ら（JRA総研栃木）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイルス
（H3N8）の感染による急性呼吸器疾患であり、通常、

発熱を伴う。本症予防の柱は、不活化全粒子ワク
チンの接種による馬への中和抗体の賦与である。し
かし、本症の流行は、欧米を中心にワクチン接種を
受けた馬群においてでさえも、毎年、発生が報告
されている。国際獣疫事務局（OIE）では、毎年、リ
ファレンスラボラトリーからの出席者を中心とした
Expert Surveillance Panelを開催し、ワクチン推奨
株を選定し公表している。本研究は、日本の馬イン
フルエンザワクチン株とOIEのワクチン推奨株を含
む最近の海外分離株との間における抗原性状を交差
中和試験により評価したものである。材料および方
法は以下の通りである。馬インフルエンザワクチン
株であるアルゼンチン亜系統のLa Plata/1993および
フロリダ亜系統クレード（Fc）1のIbaraki/2007、お
よびOIEのワクチン推奨株であるSouth Africa/2003
（Fc1）およびRichmond/2007（Fc2）を、それぞれワ
クチン未接種馬に吸入接種し、その14日後に血清を
採取した。それらの血清は、過ヨウ素酸-熱-トリプ
シン処理後、初希釈を8倍とする2倍階段希釈列の
作製に供した。中和試験は、104.0EID50/200µLに調
整した指示ウイルスを、等量の血清希釈列に加え
て、34℃1時間反応させたのちに、各希釈血清につ
き5個の発育鶏卵のしょう尿膜腔に接種し3日間培養
した。培養後は、しょう尿液を回収し、血球凝集試
験を行い、3個以上の発育鶏卵で血球凝集が観察さ
れなかった血清の最高希釈倍数を中和抗体価とし
て評した。結果および考察は、以下のとおりである。
Ibaraki/2007の感染血清は、OIEがFc1の代表株とし
てワクチンに推奨しているSouth Africa/2003を含め
て、米国やカナダで流行しているFc1株と広く良好
な交差中和反応を示した。一方、La Plata/1993の感
染血清は、OIEが推奨するRichmond/2007を含めて、
欧州で流行しているFc2株と広く交差中和反応を示
した。しかし、ヘマグルチニン蛋白質の抗原決定部
位にあると考えられている144番目（Site A）のアラ
ニンがバリンに変異したFc2株に対する中和抗体価
は、ホモ中和抗体価の1/8以下に有意に低下してい
た。この変異株は、2011年以降、主に英国やアイル
ランドにおいて流行しており、同変異株に対する日
本のワクチンの防御効果が低下している可能性が懸
念された。しかしながら、上記に示した中和試験に
おける有意な交差性の低下は、実際の野外おけるワ



（368） 馬の科学　vol.51（4）2014

クチンの防御能の低下に、どの程度影響を与え得る
かを示すものではない。
　2007年8月の本会トレーニング・センターにお
ける馬インフルエンザ流行時の発症率（体温：≥

38.5℃）は12.8％であり、90%を超える発症を記録し
た1971-1972年の流行時よりも大幅に低減した。こ
の理由は、2007年にはワクチン接種が行われていた
からであり、かつ流行分離株であるIbaraki/2007に
対して、ワクチン株であるLa Plata/1993により誘
導された中和抗体が、ホモ中和抗体価と同じレベ
ルで交差中和反応したからである。しかし、その
12.8%の発症率でさえも、中央競馬の開催中止を余
儀なくさせるなどの大混乱を引き起こしたことを考
慮すると、実際の野外における馬での防御効果の低
下の程度は不明であっても、中和試験で交差反応性
の低下が示された変異株の出現に対しては、ワクチ
ン株の組成見直しにより憂いを払しょくすべきでは
ないかと主張した。

○世界基準の季節性インフルエンザワクチンの開発
と実用化
～産・学・官連携による国家プロジェクトの提案～

喜田　宏（北海道大学）
　演者は、企業において実際のワクチン開発及び製
造に携わった経験を有する稀なインフルエンザ研究
の権威である。本講演は、近年のインフルエンザお
よびワクチン研究に対する提言であった。述べられ
た主張は多岐にわたるが、筆者が印象的と感じた事
柄について記す。
　演者は、2009年のパンデミックを「新型インフル
エンザ」と呼称すること、およびウイルスの病原性
を表す言葉として「強毒/弱毒」を使用することを批
判していた。前者については、確かにH1N1pdm（パ
ンデミックの略であるが、以前に流行していたAソ
連型のH1N1と区別する為に正式な呼称として使用
されている。）は、あくまでもA型であり、未だに知
られていないD型などではない。ただし、日本では、
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」なる法律が
出来てしまっている。本法律については、2012年5
月に公布されているが、「新型」の定義が何なのか？
などの問題点が日本感染症学会等により指摘され

ている。後者についても、当然、ウイルスそのもの
が毒を産生・放出するわけではないので、誤りであ
る。演者はパンデミック以降の流行は、全て季節性
として捉えるべきであり、その際における発症を抑
えるための季節性インフルエンザワクチンの効果の
向上こそが、最も重要なインフルエンザ対策である
と述べていた。そのために、演者は、現在の季節性
インフルエンザワクチンを成分ワクチンから全粒子
ワクチンに変更し、免疫原性を向上させる必要があ
ると述べていた。一般に現象として、全粒子ワクチ
ンの方が成分ワクチンよりも免疫原性がよいことが
知られており、この理由は、ウイルスRNAがアジュ
バントとして働くからと考えられている。日本では、
1970年代に鶏卵アレルギーを引き起こす可能性を減
らすために、鶏卵で増殖させたウイルスをエーテル
/界面活性剤で処理し、抗原蛋白だけを抽出精製し
た成分ワクチンに全粒子ワクチンから置き換えられ
た。演者は、この変更が季節性インフルエンザワク
チンの効果を減少させてしまったと考えている。も
し、全粒子ワクチンが復活し免疫原性の向上が図ら
れれば、交差性のすそ野を広げることが可能となり、
その結果、抗原性のズレをも補うことが可能であろ
うと述べていた。現在は、当時よりもウイルス粒子
の精製技術が進み、鶏卵アレルギーの原因と考えら
れている卵白アルブミンやオボムコイドは、限りな
く取り除くことが可能であるそうである。また、感
染ターゲットにおける抗体を直接誘導する安全な粘
膜ワクチンの研究・開発も今後、急ぐ必要があると
も述べていた。さらに、現在、一元放射免疫拡散法
により測定された抗原量が、力価試験に代用されて
いることも問題視していた。日本では、臨床試験が
行われないので、実際の免疫原性が分からないから
である。最後に、最も重要な点であるが、ワクチン
の野外における効果判定のための客観的基準の必要
性について指摘していた。今のところ、何をもって
「ワクチンが効いた/効かなかった」を判断する決め
手を欠いているからである。このことは、上述した
筆者の発表中における交差反応性と実際のワクチン
の防御効果との関連性が、はっきりしないこととも
関連している。

（山中隆史）
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