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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

巻　頭　言

競走馬総合研究所の近況

　昨年 9 月に栃木支所から本所に異動となりました。ほぼ栃木支所一筋の競馬会人生
でしたが、停年前の最後の一仕事として、下述する移転作業が円滑に進むよう、所員
の協力を得ながら、尽力していきたいと思っております。
　競走馬総合研究所の歴史を振り返ると、昭和 34年東京都世田谷区、馬事公苑内の仮
事務所において、競走馬保健研究所として発足し、翌年に馬事公苑の隣地に研究所が
竣工しています。その後、昭和 38年福島県いわき市に、温泉療養のためのリハビリテー
ション施設として常磐支所が、昭和 45年には、栃木県国分寺町（現下野市）に、感染
症に特化した研究施設として栃木支所が発足したことから、世田谷の研究所は本所と

呼ばれるようになりました。世田谷時代の本所では、長年感染症以外の馬に関する研究全般を行なっていま
したが、研究ニーズの変化に伴い、それに対応するための研究環境の整備が世田谷では不可能であったこと
から、平成 9 年に栃木県宇都宮市の旧宇都宮育成牧場の地に移転してきました。移転後は、充実した研究環
境のもと、競走馬のスポーツサイエンスを中心とした研究を着実に実施してきたところであったのですが。
　移転した平成 9 年をピークに年々減少し続けた売得金対策（幸いにも、平成 24 年から右肩上がりに回復
しておりますが）として、JRA は事業改革の一環として研究業務の効率化を図るため、本所と栃木支所を集
約化することを決定しました。集約化に当たっては、感染症関連の研究施設の移転は困難なことから、本所
機能を栃木支所に移すこととなりました。本所機能を受け入れるための栃木支所整備工事は昨年の秋から始
められており、順調に工事が進めば、本年 12 月に移転する予定になっています。世田谷での 38 年に引き
続いた 18年間の宇都宮時代は、今年で終了することとなり、新たな時代を迎えることになります。
　今回の集約化は、あくまでも研究業務の効率化が目的であり、研究業務の縮小を意味するものではありま
せん。したがって、本所が現在行なっている、あるいはこれから行なうであろう研究に必要な設備は、現在
行なわれている栃木支所整備工事に含まれており、移転によって研究の量および質が変わることはありませ
ん。言うまでもなく、栃木支所の研究も同様です。軌道に乗るまでは多少時間を要するかとも思いますが、
その時間をできるだけ短縮できるよう、十分な準備を進めていく予定です。今年は通常の研究活動に移転の
準備作業が加わり多忙な１年となるでしょう。
　もちろん、競走馬総合研究所の機関紙である「馬の科学」の発行も継続されます。ご存知のように、本誌
は馬に関する科学情報を網羅する普及誌であり、学術誌ではありません。したがって、敷居は高くありません。
なかなか原稿が集まらないという編集委員の声も聞こえてきます。所員あるいは JRA 職員だけでなく、皆さ
まからの馬科学情報の提供もお待ちしています。提供していただける際には、巻末の執筆要領をご参照くだ
さい。今年も 1年、本誌の情報を皆さまにご活用いただければ幸いです。

　　平成 27年 1月 5日

競走馬総合研究所　　　　　
所長　松　村　富　夫　

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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トレーニング・センターにおけるウマヘルペスウイルス
1型ワクチンの接種率向上による集団免疫効果

坂内　天1）・前　尚見2）・大出浩隆3）・根本　学1）・辻村行司1）・山中隆史1）・近藤高志1）・松村富夫3）

背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

要約

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、日本中央競馬会の栗東および美浦トレーニング・センター（ト
レセン）における競走馬の冬期発熱の主要な原因である。2008-2009 年以前の流行期には、EHV-1
不活化ワクチンを 3 歳馬の一部に接種していたが、防御効果が十分でなかったことから、2009-2010
年の流行期から、在厩する 3 歳馬全頭への接種を開始した。本研究では、ワクチン全頭接種の効果を
検証するため、EHV-1 および 4 型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV と表記）感染による
発熱馬頭数、3 歳馬および全世代のワクチン接種率について、接種体制変更前後で比較した。変更前
の 1999-2000 年～ 2008-2009 年の EHV感染による発熱馬頭数の平均±標準偏差は、栗東トレセン
では 105±47 頭、美浦トレセンでは 66±44 頭であった。接種体制変更後の最初の流行期には、
EHV 感染による発熱馬がそれまでと同程度認められたが、2 期目からは顕著に減少し、2010-2011
年～ 2013-2014 年の平均は、栗東では 26±12 頭、美浦では 18±12 頭であった。3 歳馬のワクチ
ン接種率は、接種体制変更後 1 期目から、栗東では 99.4%、美浦では 99.8% の高値を示した。一方、
全世代のワクチン接種率は、接種体制変更後、段階的に上昇したことが明らかになった。これらの結
果から、EHV-1 の流行を抑制するためには、流行の主体である 3 歳馬だけではなく、全世代のワクチ
ン接種率を高める必要があることが示された。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

図 1　トレセン在厩馬の年齢構成
（A）栗東トレセン、（B）美浦トレセン。各年 1 月 1 日時点の
在厩馬について、年齢ごとの頭数を示した。

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

図 2　冬期発熱馬の頭数と推定 EHV感染馬頭数
（A）栗東トレセン、（B）美浦トレセン。各流行期の 12 月か
ら 4 月までの期間に 38.5℃以上の発熱を示した馬の頭数を示
した。そのうち、EHV-1、EHV-4 のいずれか、またはその両方
に感染したと推定される馬の頭数を灰色で示した。

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

表 1　冬期発熱馬のうち EHV感染馬の年齢別頭数

図 3　トレセンにおける EHV-1 および EHV-4 の流行規模
（A）栗東トレセン、（B）美浦トレセン。流行期を通してトレ
センに在厩し続けた 3 歳馬のペア血清（11 月と翌 5 月）につ
いて、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA により、この期間内
での感染の有無を調べた。EHV-1 感染率を黒色、EHV-4 感染
率を白色で示した。

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。

謝辞
　採材にご協力いただきました、栗東および美浦
トレーニング・センター競走馬診療所の皆様に深
謝いたします。また、実験にご協力いただきまし
た、国分明氏、菅沼明子女史、荒川和枝女史（競
走馬総合研究所栃木支所）に深謝いたします。

参考文献
１．Crabb BS,  Studdert  MJ.  1995.  Equine 
herpesviruses 4 (equine rhinopneumonitis 
virus) and 1 (equine abortion virus). Adv. 
Virus Res. 45:153‒190.

２．Goehring LS, Wagner B, Bigbie R, Hussey SB, 
Rao S, Morley PS, Lunn DP. 2010. Control of 
EHV-1 viremia and nasal  shedding by 
c o m m e r c i a l  v a c c i n e s .  V a c c i n e  
28:5203-5211.

３．Goodman LB, Wagner B, Flaminio MJBF, 
Sussman KH,  Metzger SM,  Hol land R,  
Osterrieder N. 2006. Comparison of the 
efficacy of inactivated combination and 
mod ified - l i ve  v i rus  vacc ines  aga ins t  
challenge infection with neuropathogenic 
equine herpesvirus type-1 (EHV-1). Vaccine 
24:3636‒3645.

４．Heldens JGM, Hannant D, Cullinane AA, 
Prendergast MJ, Mumford JA, Nelly M, Kydd 
JH, Weststrate MW, van den Hoven R. 2001. 
Clinical and virological evaluation of the 
efficacy of an inactivated EHV1 and EHV4 
whole virus vaccine (Duvaxyn EHV1,4). 
Vaccination/challenge experiments in foals 
and pregnant mares. Vaccine 19:4307-4317.

５．B r e s g e n  C ,  L ämme r  M ,  Wa g n e r  B , 
O s t e r r i e d e r  N ,  D am i an i  AM .  2012 .  
Serological responses and clinical outcome 
after vaccination of mares and foals with 
equine herpesvirus type 1 and 4 (EHV-1 and 
EHV-4) vaccines. Vet. Microbiol. 160:9-16.

６．Mumford EL, Traub-Dargatz JL, Salman MD, 

Collins JK, Getzy DM, Carman J. 1998. 
Monitoring and detection of acute viral 
respiratory tract disease in horses. J. Am. 
Vet. Med. Assoc. 213:385-390.

７．Mumford EL, Traub-Dargatz JL, Carman J, 
Callan RJ, Collins JK, Goltz KL, Romm SR, 
Tarr SF, Salman MD. 2003. Occurrence of 
infectious upper respiratory tract disease and 
response to vaccination in horses on six 
sentinel premises in northern Colorado. 
Equine Vet. J. 35:72-77.

８．Foote CE, Love DN, Gilkerson JR, Whalley 
JM. 2002. Serological responses of mares 
and weanlings following vaccination with an 
inactivated whole virus equine herpesvirus 1 
and equine herpesvirus 4 vaccine. Vet. 
Microbiol. 88:13-25.

９．Bryans JT, Allen GP. 1982. Application of a 
chemically inactivated, adjuvanted vaccine to 
control abortigenic infection of mares by 
equine herpesvirus 1. Dev. Biol. Stand. 
52:493-498.

10．Foote CE, Gilkerson JR, Whalley JM, Love 
DN.  2003.  Seropreva lence  o f  equ ine  
herpesvirus 1 in mares and foals on a large 
Hunter Valley stud farm in years pre- and 
postvaccination. Aust. Vet. J. 81:283-288.

11．Foote CE, Love DN, Gilkerson JR, Wellington 
JE, Whalley JM. 2006. EHV-1 and EHV-4 
infection in vaccinated mares and their foals. 
Vet. Immunol. Immunopathol. 111:41-46.

1 2．O s t l u n d  E N .  1 9 9 3 .  T h e  e q u i n e  
herpesviruses. Vet. Clin. North Am. Equine 
Pract. 9:283-294.

13．Sugiura T, Matsumura T, Fukunaga Y, 
Hirasawa K. 1987. Sero-epizootiological 
study of racehorses with pyrexia in the 
t ra in ing centers  of  the  Japan Rac ing 
Association. Jpn J Vet Sci 49:1087‒1096.

14．Matsumura T, Sugiura T,  Imagawa H, 
F u k u n a g a  Y ,  K a m a d a  M .  1 9 9 2 .  
Epizootiological aspects of type 1 and type 4 

equine herpesvirus infections among horse 
populations. J Vet Med Sci 54:207‒211.

15．Yasunaga S, Maeda K, Matsumura T, Kai K, 
Iwata H, Inoue T. 1998. Diagnosis and 
sero-epizootiology of equine herpesvirus 
type 1 and type 4 infections in Japan using a 
type-spec ific  ELISA .  J .  Vet .  Med .  Sc i .  
60:1133‒1137.

16．Banna i  H ,  Nemoto  M ,  Tsu j imura  K ,  
Yamanaka T, Kondo T, Matsumura T. 2013. 
D e v e l o pmen t  o f  a  f o c u s - r e d u c t i o n  
neutral iz ing test  for detecting equine 
herpesvirus type-1-neutralizing antibodies. J. 
Vet. Med. Sci. 75:1209-1212.

17．塩瀬友樹 , 辻村行司 , 国分明 , 松島純子 , 近
藤高志 , 松村富夫 . 2004. 両トレーニング・
センターにおけるウマヘルペスウイルス 1型
および 4 型特異的 ELISA 法を用いた血清疫
学調査 . 馬の科学 41:12-17.

18．Glezen WP. 1996. Emerging infections: 
pandemic  influenza .  Ep idemio l .  Rev .  
18:64-76.

19．Kim TH, Johnstone J, Loeb M. 2011. Vaccine 
herd  effec t .  Scand inav ia .  J .  I n f .  D i s .  
43:683-689.

20．Allen GP, Kydd JH, Slater JD, Smith KC. 
1999. Advances in understanding of the 
p a t h o g e n e s i s ,  e p i d em i o l o g y  a n d  
immunological control of equine herpesvirus 
abortion. p. 129‒146. In Wernery U, Wade 
JF, Mumford JA, Kaaden OR (ed), Equine 
Infectious Diseases VIII. R&W Publications, 
Newmarket, UK.

21．Mumford JA, Hannant D, Jessett DM, 
O’ Neill T, Smith KC, Ostlund EN. 1994. 
Abortigenic and neurological disease caused 
by experimental  infect ion with equid 
herpesvirus-1. p. 261-275. In Nakajima H, 
Plowright W (ed), Equine Infectious Diseases 
VII. R&W Publications, Newmarket, UK.

22．Kydd JH, Townsend HGG, Hannant D. 2006. 
The equine immune response to equine 

herpesvirus-1: The virus and its vaccines. 
Vet. Immunol. Immunopathol. 111:15-30.



（7）

背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

表 2　3歳馬および全世代における EHV-1 不活化ワクチン接種率

表 3　EHV-1 不活化ワクチン接種後に中和抗体価上昇を示した頭数

表 4　ワクチン接種前の EHV-1 中和抗体価と接種後の抗体価上昇の関係

図 4　EHV-1 不活化ワクチン接種馬の中和抗体価
現在のワクチン接種体制下で、EHV-1 不活化ワクチンを約
1ヵ月間隔で 3 回接種された 3 歳馬（n=106）の経過血清を
用いた。プレ血清は 1 回目の接種から約 1 か月前に、ポスト
血清はそれぞれのワクチン接種日から約 1 か月後に採取した。
EHV-1 に対する中和抗体価を測定し、抗体価ごとの頭数を示
した。

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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研究レポート

競走馬にしばしば発生する
蹄壁空洞病変（蟻洞；Gidoh) の疫学調査結果

桑野睦敏1）・山内裕樹2）・笹川忠夫3）・佐々木直樹4）・濱野弘一5）

はじめに
　日本独特の定義上、蹄壁中層と葉状層の境界領
域に蹄負面に形成された空洞が蹄負面に達したも
のを蟻洞と呼ぶ［９］。読んで字のごとく蟻の巣
の比喩である。実際は、空洞は蟻の巣様に細い場
合もあるが、それにとどまらず拡大して蹄壁の広
い範囲に及ぶ例が多い。また、蹄負面の開口部が
白帯（線）に及ぶケースもよくあり、海外では白
線病 white line disease（訳注；白線裂を含む白帯
損傷の総称）の範疇に分類する者もいる [1, 14, 
16]。しかしながら、white line すなわち白帯（線）
は蹄壁と蹄底に介在する黄色透明調の特殊な角質
だけを指すことから、蹄壁と葉状層の境界域まで
拡大する蟻洞と white line disease は区別するべ
きという意見も根強い［2］。総じて、欧米には
蟻洞と同一の定義に当てはまる用語はなく、良く
似た病変として chronic hoof wall separation, 
traumatic hollow hoof, hoof rot, seedy toe, dew 
poisoning, wall break back and infectious wall 
deterioration, sever white line disease［2, 13, 20, 
21］があり、用語は混乱している。国際的認知
はないものの、我々には日本の定義で蟻洞；
Gidoh を理解するのが慣用であり、集計もこの定
義によって成された。さて、蟻洞が知覚組織まで
拡大した場合、跛行や二次感染が起こるため問題
となる。また、感染がなくても大きな空洞病変の

場合、装蹄に必要な釘打ちが困難になるため調教
上のトラブルに発展することから無視できない
［15］。JRA 競走馬総合研究所におけるルーチン
な病理解剖では、1）単純型、2）白線裂型（図
１ -a）［3, 11, 12, 14］、3）蹄葉炎型（図１ -b）
［10, 13］に区分される。3）の蹄葉炎型では、ラ
メラーウエッジ［5, 10］と呼ばれる再生性蹄皮（負
面では肥厚した白帯にみえる）と蹄壁中層との境
界領域が浸食を受けて空洞になっている点に特徴
がある。さらに、蹄葉炎という過去の病歴を情報
として持っていないと、生馬で蹄葉炎型と白線裂
型を区別するのは難しい場合がある。我々の施設
では、単純型蟻洞の経験は極めて少ない。

　JRA 保健衛生年報に記録された蟻洞の年度ごと
の発症頭数の推移を見ると、2001 年をピークに

2000年から 2003年の間に多発していた（図２）。
しかしながら、その集計データは装蹄師および獣
医師により何らかの処置が施された重症例のみを
計測したもので、普段は蹄鉄に隠れて発見しづら
く、知覚組織に達しなければ症状を見せない本病
変の全てを取り扱っているわけではない。つまり、
潜在化した比較的軽症の蟻洞発生数はさらに多い
のが実際である。そこで、我々は、最も発症が多
かった 2001 年のうち秋１ヵ月間を選んで、日本
中央競馬会が運営する２つのトレーニング・セン
ター（TC）で繋養されていた全競走馬を対象に、
症状を示さないものも含めて、蟻洞の発生頭数と
その背景となる疫学的要因を調査探求した。この
調査には、TC で働く JRA 専属装蹄師と個人開業
装蹄師の多大な貢献を必要とするため、装蹄師の
通常業務に影響を与えることから、2001 年以後
の一斉調査は全く行われていない。世界的に見て
も、蹄壁の空洞病変の発生状況を調査した報告は
見当たらず、前記の調査結果を報告することは、
本症の性格を明らかにする意味で重要である。
よって、今回、その時に収集したデータを回顧的
にまとめなおし、知見を整理したので報告する。

供試馬と検索方法
　調査期間は、2001 年 10 月１日から 31 日ま
での 1ヵ月間とし、東西２つの TC で繋養されて
いた全ての競走馬を対象に、装蹄時に蹄負面を観
察し、性別、年齢、蟻洞の有無（有病率）、発生肢蹄、
発生部位を集計した。JRA で繋養されている競走
馬１頭あたりの改装期間は 2 から 3 週間である
ため、1ヵ月という調査期間は在籍馬の全てを調
査対象とすることが可能な期間であった。発生部
位の特定は、既報に準じて［4, 11］、蹄負面にお
いて空洞が蹄のどの領域から始まっているかで区
分した。すなわち、蹄負面を、内蹄踵、内蹄側、
内蹄尖、蹄尖正中域（MDC; midline dead center
［17］）、外蹄尖、外蹄側、外蹄踵の７ヶ所に区分
して、病変の位置を判断した。１つの病変が複数
の蹄負面位にまたがっていた場合は、主たる発生
部位を病変の主座とみなして記録した。連続して
いない空洞は複数病変としてカウントした。本症
の診断に必要な病変の深さの探索については、ス
テンレス製の針金や蹄釘を探子として、判断が慣
れている装蹄師により実施された。蟻洞の有病率
について、TC、年齢、性との関係を、多変量ロ
ジスティック回帰分析にてオッズ比および 95％
信頼区間を算出し、危険率 (P value)0.05 未満を
有意差ありと判定した。統計ソフトは JMP 9.0.2
(SAS Institute Inc, Cary North Carolina) を用いた。

成績
　5386 頭を調査した結果、蟻洞と診断された馬
の実頭数は 148 頭（有病率 2.74％）であった。
TC 別に在厩実頭数と発症実頭数（有病率）を計
測すると、栗東TCでは2519頭中54頭（2.14％）、
美浦 TC では 2867 頭中 94 頭（3.28％）だった。
性別は、雄 3042 頭 中 82 頭（2.7％）が、雌
2059 頭中 60 頭（2.91％）が、去勢雄 285 頭中
6頭（2.11％）が病変をもっていた。年齢別では、
2 歳が 2085 頭中 35 頭（1.68%）、3 歳が 1816
頭中 44 頭（2.42%）、4 歳が 759 頭中 30 頭
（3.95%）、5 歳が 439 頭中 21 頭（4.78%）、6 歳
が 210 頭中 10 頭（4.76%）、7歳が 77 頭中 8頭
（10.39%）と、年齢が増すにつれて有病率は増加
していた（図 3）。発症蹄数に注目したところ、

148 頭の発症馬に対して発症蹄の数は 244 個で
あった。1 蹄のみ発症していた馬は 74 頭、2 蹄
発症していた馬は 58 頭、3 蹄発症していた馬は
10 頭、4 蹄発症していた馬は 6 頭であった。肢
蹄別の内訳は右前蹄 107 個、左前蹄 98 個、右後
蹄 20 個、左後蹄 19 個と前蹄が全発症肢の
84.02％と多かった。これら全ての蹄に存在した
病変数は計 317 個であり、それらの発生場所を
蹄負面の部位別に集計したところ、内蹄踵 27個、
内蹄側 20個、内蹄尖 22個、蹄尖正中域 189 個、
外蹄尖 20 個、外蹄側 16 個、外蹄踵 23 個、と、
蹄尖正中域が病変数全体の 59.62％と多かった。
多変量ロジスティック回帰分析の結果、TC の違
い（オッズ比 0.65、95% 信頼区間 0.46-0.91）
と 年 齢（オ ッ ズ 比 1.43、95% 信 頼 区 間 
1.27-1.61）とに有意な関連性があった。

考察
　本調査結果では、蟻洞の発生は前肢に多く、３
蹄以上の蹄に発生していた馬は少なかった。さら
に、病変は蹄尖正中域に偏っており、四肢の蹄負
面全体に均等に発生してはいなかった。馬では静
止時において前肢に体重がより多く負荷している
［18］。また、直線運動における蹄反回時には、
蹄尖壁に大きな弾性変形が生じやすい［19］。今
回の結果は、前肢蹄尖壁にかかる力学的負荷と大
きな弾性変形が本症の発生に関連している可能性
を示唆していた。また、本調査から、蟻洞発生に
性差は影響せず、加齢と馬の所属が影響している
ことがわかった。年齢の高い馬は、多くのレース
に参加してそれなりの成績を収めてきた馬である
ことから、必然的に強い調教を受けてきたはずで

ある。年齢の高い馬ほど、蹄壁へ大きな力学的ス
トレスを受けてきたことが蟻洞発生と関連してい
ると推察された。所属が発生数に影響した理由は
今回の調査では全く不明であった。両 TC では、
ほぼ同様の調教コースが整っており、日常の調教
時間も大きく違うことはない。また、蹄壁の護蹄
に用いられている蹄鉄形状に関しても、日本中央
競馬会に所属する競走馬では法律の基準内で調整
されたほぼ同様の形態の蹄鉄が用いられており、
目立った形状差はない。調教馬の騎乗者の多くも、
本会が運営する競馬学校で一定の教育を受けた卒
業生で占められており、東西間に調教技術にこと
さらに大きな隔たりがあるわけではない。しかし、
調査当時、多くの調教師から「美浦では過長蹄が
多いという印象をもっている」と聞いた。過長蹄
は蹄尖壁に本症を誘発する要因の一つと考えられ
ていることから［13］、一つの可能性として、過
長蹄となっている馬の多さが美浦での蟻洞発症の
多さの一因となったことも考えられる。いずれに
せよ、これらの推察には科学的検証が必要である。
　以上の解析から、我々は、競走馬の蟻洞発生の
主因は力学的負荷であり、ひとたび形成された角
質損傷部に二次的な増悪要因（誘因）が加わって
空洞が大きくなっていくと考えた。発症の誘因候
補は、１）解剖学的構造上の理由による蹄の堅牢
性の低下［13］、２）水や尿による病変部角質の
膨潤と軟化［4, 6, 7, 8, 13］、３）真菌や細菌な
どの感染微生物による角質崩壊［12, 13］、４）
不定期な装蹄によくある初期病変の放置 [1] など
が考えられる。4）と関連する初期病変は、軽度
な白帯（線）病 ;white line disease が考えられた。
既報［11］では、JRA 所属競走馬の軽度な白帯（線）
病は、今回の蟻洞調査結果と同様、前肢の蹄尖部
に多く発生する傾向があった。これより、観察さ
れた蟻洞の多くは白帯（線）病が基礎となって発
生したものが主流ではないかと推察された。今後
は、推定される誘因についてさらなる詳細な調査
が必要である。
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図 1　蟻洞病変
(a) 蹄尖壁に発生した白線裂型蟻洞（刮削後）・・・このタイ
プの蟻洞では蹄負面において白帯（線）の損傷が必ず認めら
れる。これは、白線病が前駆的段階として存在するためである。
(b) 蹄壁中層と黄色調贅生角質に間に広く形成された蹄葉炎型
蟻洞・・・このタイプの蟻洞は慢性蹄葉炎に罹患した蹄に発
生する。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。

謝辞
　採材にご協力いただきました、栗東および美浦
トレーニング・センター競走馬診療所の皆様に深
謝いたします。また、実験にご協力いただきまし
た、国分明氏、菅沼明子女史、荒川和枝女史（競
走馬総合研究所栃木支所）に深謝いたします。

参考文献
１．Crabb BS,  Studdert  MJ.  1995.  Equine 
herpesviruses 4 (equine rhinopneumonitis 
virus) and 1 (equine abortion virus). Adv. 
Virus Res. 45:153‒190.

２．Goehring LS, Wagner B, Bigbie R, Hussey SB, 
Rao S, Morley PS, Lunn DP. 2010. Control of 
EHV-1 viremia and nasal  shedding by 
c o m m e r c i a l  v a c c i n e s .  V a c c i n e  
28:5203-5211.

３．Goodman LB, Wagner B, Flaminio MJBF, 
Sussman KH,  Metzger SM,  Hol land R,  
Osterrieder N. 2006. Comparison of the 
efficacy of inactivated combination and 
mod ified - l i ve  v i rus  vacc ines  aga ins t  
challenge infection with neuropathogenic 
equine herpesvirus type-1 (EHV-1). Vaccine 
24:3636‒3645.

４．Heldens JGM, Hannant D, Cullinane AA, 
Prendergast MJ, Mumford JA, Nelly M, Kydd 
JH, Weststrate MW, van den Hoven R. 2001. 
Clinical and virological evaluation of the 
efficacy of an inactivated EHV1 and EHV4 
whole virus vaccine (Duvaxyn EHV1,4). 
Vaccination/challenge experiments in foals 
and pregnant mares. Vaccine 19:4307-4317.

５．B r e s g e n  C ,  L ämme r  M ,  Wa g n e r  B , 
O s t e r r i e d e r  N ,  D am i an i  AM .  2012 .  
Serological responses and clinical outcome 
after vaccination of mares and foals with 
equine herpesvirus type 1 and 4 (EHV-1 and 
EHV-4) vaccines. Vet. Microbiol. 160:9-16.

６．Mumford EL, Traub-Dargatz JL, Salman MD, 

Collins JK, Getzy DM, Carman J. 1998. 
Monitoring and detection of acute viral 
respiratory tract disease in horses. J. Am. 
Vet. Med. Assoc. 213:385-390.

７．Mumford EL, Traub-Dargatz JL, Carman J, 
Callan RJ, Collins JK, Goltz KL, Romm SR, 
Tarr SF, Salman MD. 2003. Occurrence of 
infectious upper respiratory tract disease and 
response to vaccination in horses on six 
sentinel premises in northern Colorado. 
Equine Vet. J. 35:72-77.

８．Foote CE, Love DN, Gilkerson JR, Whalley 
JM. 2002. Serological responses of mares 
and weanlings following vaccination with an 
inactivated whole virus equine herpesvirus 1 
and equine herpesvirus 4 vaccine. Vet. 
Microbiol. 88:13-25.

９．Bryans JT, Allen GP. 1982. Application of a 
chemically inactivated, adjuvanted vaccine to 
control abortigenic infection of mares by 
equine herpesvirus 1. Dev. Biol. Stand. 
52:493-498.

10．Foote CE, Gilkerson JR, Whalley JM, Love 
DN.  2003.  Seropreva lence  o f  equ ine  
herpesvirus 1 in mares and foals on a large 
Hunter Valley stud farm in years pre- and 
postvaccination. Aust. Vet. J. 81:283-288.

11．Foote CE, Love DN, Gilkerson JR, Wellington 
JE, Whalley JM. 2006. EHV-1 and EHV-4 
infection in vaccinated mares and their foals. 
Vet. Immunol. Immunopathol. 111:41-46.

1 2．O s t l u n d  E N .  1 9 9 3 .  T h e  e q u i n e  
herpesviruses. Vet. Clin. North Am. Equine 
Pract. 9:283-294.

13．Sugiura T, Matsumura T, Fukunaga Y, 
Hirasawa K. 1987. Sero-epizootiological 
study of racehorses with pyrexia in the 
t ra in ing centers  of  the  Japan Rac ing 
Association. Jpn J Vet Sci 49:1087‒1096.

14．Matsumura T, Sugiura T,  Imagawa H, 
F u k u n a g a  Y ,  K a m a d a  M .  1 9 9 2 .  
Epizootiological aspects of type 1 and type 4 

equine herpesvirus infections among horse 
populations. J Vet Med Sci 54:207‒211.

15．Yasunaga S, Maeda K, Matsumura T, Kai K, 
Iwata H, Inoue T. 1998. Diagnosis and 
sero-epizootiology of equine herpesvirus 
type 1 and type 4 infections in Japan using a 
type-spec ific  ELISA .  J .  Vet .  Med .  Sc i .  
60:1133‒1137.

16．Banna i  H ,  Nemoto  M ,  Tsu j imura  K ,  
Yamanaka T, Kondo T, Matsumura T. 2013. 
D e v e l o pmen t  o f  a  f o c u s - r e d u c t i o n  
neutral iz ing test  for detecting equine 
herpesvirus type-1-neutralizing antibodies. J. 
Vet. Med. Sci. 75:1209-1212.

17．塩瀬友樹 , 辻村行司 , 国分明 , 松島純子 , 近
藤高志 , 松村富夫 . 2004. 両トレーニング・
センターにおけるウマヘルペスウイルス 1型
および 4 型特異的 ELISA 法を用いた血清疫
学調査 . 馬の科学 41:12-17.

18．Glezen WP. 1996. Emerging infections: 
pandemic  influenza .  Ep idemio l .  Rev .  
18:64-76.

19．Kim TH, Johnstone J, Loeb M. 2011. Vaccine 
herd  effec t .  Scand inav ia .  J .  I n f .  D i s .  
43:683-689.

20．Allen GP, Kydd JH, Slater JD, Smith KC. 
1999. Advances in understanding of the 
p a t h o g e n e s i s ,  e p i d em i o l o g y  a n d  
immunological control of equine herpesvirus 
abortion. p. 129‒146. In Wernery U, Wade 
JF, Mumford JA, Kaaden OR (ed), Equine 
Infectious Diseases VIII. R&W Publications, 
Newmarket, UK.

21．Mumford JA, Hannant D, Jessett DM, 
O’ Neill T, Smith KC, Ostlund EN. 1994. 
Abortigenic and neurological disease caused 
by experimental  infect ion with equid 
herpesvirus-1. p. 261-275. In Nakajima H, 
Plowright W (ed), Equine Infectious Diseases 
VII. R&W Publications, Newmarket, UK.

22．Kydd JH, Townsend HGG, Hannant D. 2006. 
The equine immune response to equine 

herpesvirus-1: The virus and its vaccines. 
Vet. Immunol. Immunopathol. 111:15-30.

はじめに
　日本独特の定義上、蹄壁中層と葉状層の境界領
域に蹄負面に形成された空洞が蹄負面に達したも
のを蟻洞と呼ぶ［９］。読んで字のごとく蟻の巣
の比喩である。実際は、空洞は蟻の巣様に細い場
合もあるが、それにとどまらず拡大して蹄壁の広
い範囲に及ぶ例が多い。また、蹄負面の開口部が
白帯（線）に及ぶケースもよくあり、海外では白
線病 white line disease（訳注；白線裂を含む白帯
損傷の総称）の範疇に分類する者もいる [1, 14, 
16]。しかしながら、white line すなわち白帯（線）
は蹄壁と蹄底に介在する黄色透明調の特殊な角質
だけを指すことから、蹄壁と葉状層の境界域まで
拡大する蟻洞と white line disease は区別するべ
きという意見も根強い［2］。総じて、欧米には
蟻洞と同一の定義に当てはまる用語はなく、良く
似た病変として chronic hoof wall separation, 
traumatic hollow hoof, hoof rot, seedy toe, dew 
poisoning, wall break back and infectious wall 
deterioration, sever white line disease［2, 13, 20, 
21］があり、用語は混乱している。国際的認知
はないものの、我々には日本の定義で蟻洞；
Gidoh を理解するのが慣用であり、集計もこの定
義によって成された。さて、蟻洞が知覚組織まで
拡大した場合、跛行や二次感染が起こるため問題
となる。また、感染がなくても大きな空洞病変の

場合、装蹄に必要な釘打ちが困難になるため調教
上のトラブルに発展することから無視できない
［15］。JRA 競走馬総合研究所におけるルーチン
な病理解剖では、1）単純型、2）白線裂型（図
１ -a）［3, 11, 12, 14］、3）蹄葉炎型（図１ -b）
［10, 13］に区分される。3）の蹄葉炎型では、ラ
メラーウエッジ［5, 10］と呼ばれる再生性蹄皮（負
面では肥厚した白帯にみえる）と蹄壁中層との境
界領域が浸食を受けて空洞になっている点に特徴
がある。さらに、蹄葉炎という過去の病歴を情報
として持っていないと、生馬で蹄葉炎型と白線裂
型を区別するのは難しい場合がある。我々の施設
では、単純型蟻洞の経験は極めて少ない。

　JRA 保健衛生年報に記録された蟻洞の年度ごと
の発症頭数の推移を見ると、2001 年をピークに

2000年から 2003年の間に多発していた（図２）。
しかしながら、その集計データは装蹄師および獣
医師により何らかの処置が施された重症例のみを
計測したもので、普段は蹄鉄に隠れて発見しづら
く、知覚組織に達しなければ症状を見せない本病
変の全てを取り扱っているわけではない。つまり、
潜在化した比較的軽症の蟻洞発生数はさらに多い
のが実際である。そこで、我々は、最も発症が多
かった 2001 年のうち秋１ヵ月間を選んで、日本
中央競馬会が運営する２つのトレーニング・セン
ター（TC）で繋養されていた全競走馬を対象に、
症状を示さないものも含めて、蟻洞の発生頭数と
その背景となる疫学的要因を調査探求した。この
調査には、TC で働く JRA 専属装蹄師と個人開業
装蹄師の多大な貢献を必要とするため、装蹄師の
通常業務に影響を与えることから、2001 年以後
の一斉調査は全く行われていない。世界的に見て
も、蹄壁の空洞病変の発生状況を調査した報告は
見当たらず、前記の調査結果を報告することは、
本症の性格を明らかにする意味で重要である。
よって、今回、その時に収集したデータを回顧的
にまとめなおし、知見を整理したので報告する。

供試馬と検索方法
　調査期間は、2001 年 10 月１日から 31 日ま
での 1ヵ月間とし、東西２つの TC で繋養されて
いた全ての競走馬を対象に、装蹄時に蹄負面を観
察し、性別、年齢、蟻洞の有無（有病率）、発生肢蹄、
発生部位を集計した。JRA で繋養されている競走
馬１頭あたりの改装期間は 2 から 3 週間である
ため、1ヵ月という調査期間は在籍馬の全てを調
査対象とすることが可能な期間であった。発生部
位の特定は、既報に準じて［4, 11］、蹄負面にお
いて空洞が蹄のどの領域から始まっているかで区
分した。すなわち、蹄負面を、内蹄踵、内蹄側、
内蹄尖、蹄尖正中域（MDC; midline dead center
［17］）、外蹄尖、外蹄側、外蹄踵の７ヶ所に区分
して、病変の位置を判断した。１つの病変が複数
の蹄負面位にまたがっていた場合は、主たる発生
部位を病変の主座とみなして記録した。連続して
いない空洞は複数病変としてカウントした。本症
の診断に必要な病変の深さの探索については、ス
テンレス製の針金や蹄釘を探子として、判断が慣
れている装蹄師により実施された。蟻洞の有病率
について、TC、年齢、性との関係を、多変量ロ
ジスティック回帰分析にてオッズ比および 95％
信頼区間を算出し、危険率 (P value)0.05 未満を
有意差ありと判定した。統計ソフトは JMP 9.0.2
(SAS Institute Inc, Cary North Carolina) を用いた。

成績
　5386 頭を調査した結果、蟻洞と診断された馬
の実頭数は 148 頭（有病率 2.74％）であった。
TC 別に在厩実頭数と発症実頭数（有病率）を計
測すると、栗東TCでは2519頭中54頭（2.14％）、
美浦 TC では 2867 頭中 94 頭（3.28％）だった。
性別は、雄 3042 頭 中 82 頭（2.7％）が、雌
2059 頭中 60 頭（2.91％）が、去勢雄 285 頭中
6頭（2.11％）が病変をもっていた。年齢別では、
2 歳が 2085 頭中 35 頭（1.68%）、3 歳が 1816
頭中 44 頭（2.42%）、4 歳が 759 頭中 30 頭
（3.95%）、5 歳が 439 頭中 21 頭（4.78%）、6 歳
が 210 頭中 10 頭（4.76%）、7歳が 77 頭中 8頭
（10.39%）と、年齢が増すにつれて有病率は増加
していた（図 3）。発症蹄数に注目したところ、

148 頭の発症馬に対して発症蹄の数は 244 個で
あった。1 蹄のみ発症していた馬は 74 頭、2 蹄
発症していた馬は 58 頭、3 蹄発症していた馬は
10 頭、4 蹄発症していた馬は 6 頭であった。肢
蹄別の内訳は右前蹄 107 個、左前蹄 98 個、右後
蹄 20 個、左後蹄 19 個と前蹄が全発症肢の
84.02％と多かった。これら全ての蹄に存在した
病変数は計 317 個であり、それらの発生場所を
蹄負面の部位別に集計したところ、内蹄踵 27個、
内蹄側 20個、内蹄尖 22個、蹄尖正中域 189 個、
外蹄尖 20 個、外蹄側 16 個、外蹄踵 23 個、と、
蹄尖正中域が病変数全体の 59.62％と多かった。
多変量ロジスティック回帰分析の結果、TC の違
い（オッズ比 0.65、95% 信頼区間 0.46-0.91）
と 年 齢（オ ッ ズ 比 1.43、95% 信 頼 区 間 
1.27-1.61）とに有意な関連性があった。

考察
　本調査結果では、蟻洞の発生は前肢に多く、３
蹄以上の蹄に発生していた馬は少なかった。さら
に、病変は蹄尖正中域に偏っており、四肢の蹄負
面全体に均等に発生してはいなかった。馬では静
止時において前肢に体重がより多く負荷している
［18］。また、直線運動における蹄反回時には、
蹄尖壁に大きな弾性変形が生じやすい［19］。今
回の結果は、前肢蹄尖壁にかかる力学的負荷と大
きな弾性変形が本症の発生に関連している可能性
を示唆していた。また、本調査から、蟻洞発生に
性差は影響せず、加齢と馬の所属が影響している
ことがわかった。年齢の高い馬は、多くのレース
に参加してそれなりの成績を収めてきた馬である
ことから、必然的に強い調教を受けてきたはずで

ある。年齢の高い馬ほど、蹄壁へ大きな力学的ス
トレスを受けてきたことが蟻洞発生と関連してい
ると推察された。所属が発生数に影響した理由は
今回の調査では全く不明であった。両 TC では、
ほぼ同様の調教コースが整っており、日常の調教
時間も大きく違うことはない。また、蹄壁の護蹄
に用いられている蹄鉄形状に関しても、日本中央
競馬会に所属する競走馬では法律の基準内で調整
されたほぼ同様の形態の蹄鉄が用いられており、
目立った形状差はない。調教馬の騎乗者の多くも、
本会が運営する競馬学校で一定の教育を受けた卒
業生で占められており、東西間に調教技術にこと
さらに大きな隔たりがあるわけではない。しかし、
調査当時、多くの調教師から「美浦では過長蹄が
多いという印象をもっている」と聞いた。過長蹄
は蹄尖壁に本症を誘発する要因の一つと考えられ
ていることから［13］、一つの可能性として、過
長蹄となっている馬の多さが美浦での蟻洞発症の
多さの一因となったことも考えられる。いずれに
せよ、これらの推察には科学的検証が必要である。
　以上の解析から、我々は、競走馬の蟻洞発生の
主因は力学的負荷であり、ひとたび形成された角
質損傷部に二次的な増悪要因（誘因）が加わって
空洞が大きくなっていくと考えた。発症の誘因候
補は、１）解剖学的構造上の理由による蹄の堅牢
性の低下［13］、２）水や尿による病変部角質の
膨潤と軟化［4, 6, 7, 8, 13］、３）真菌や細菌な
どの感染微生物による角質崩壊［12, 13］、４）
不定期な装蹄によくある初期病変の放置 [1] など
が考えられる。4）と関連する初期病変は、軽度
な白帯（線）病 ;white line disease が考えられた。
既報［11］では、JRA 所属競走馬の軽度な白帯（線）
病は、今回の蟻洞調査結果と同様、前肢の蹄尖部
に多く発生する傾向があった。これより、観察さ
れた蟻洞の多くは白帯（線）病が基礎となって発
生したものが主流ではないかと推察された。今後
は、推定される誘因についてさらなる詳細な調査
が必要である。
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図 2　蟻洞の発症頭数の推移（日本中央競馬会・
保健衛生年報に記録された）
日本中央競馬会所属の競走馬では、2001 年をピークに 2000
年から 2003 年の間に何らかの処置が必要な重度な蟻洞が多
発していた。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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はじめに
　日本独特の定義上、蹄壁中層と葉状層の境界領
域に蹄負面に形成された空洞が蹄負面に達したも
のを蟻洞と呼ぶ［９］。読んで字のごとく蟻の巣
の比喩である。実際は、空洞は蟻の巣様に細い場
合もあるが、それにとどまらず拡大して蹄壁の広
い範囲に及ぶ例が多い。また、蹄負面の開口部が
白帯（線）に及ぶケースもよくあり、海外では白
線病 white line disease（訳注；白線裂を含む白帯
損傷の総称）の範疇に分類する者もいる [1, 14, 
16]。しかしながら、white line すなわち白帯（線）
は蹄壁と蹄底に介在する黄色透明調の特殊な角質
だけを指すことから、蹄壁と葉状層の境界域まで
拡大する蟻洞と white line disease は区別するべ
きという意見も根強い［2］。総じて、欧米には
蟻洞と同一の定義に当てはまる用語はなく、良く
似た病変として chronic hoof wall separation, 
traumatic hollow hoof, hoof rot, seedy toe, dew 
poisoning, wall break back and infectious wall 
deterioration, sever white line disease［2, 13, 20, 
21］があり、用語は混乱している。国際的認知
はないものの、我々には日本の定義で蟻洞；
Gidoh を理解するのが慣用であり、集計もこの定
義によって成された。さて、蟻洞が知覚組織まで
拡大した場合、跛行や二次感染が起こるため問題
となる。また、感染がなくても大きな空洞病変の

場合、装蹄に必要な釘打ちが困難になるため調教
上のトラブルに発展することから無視できない
［15］。JRA 競走馬総合研究所におけるルーチン
な病理解剖では、1）単純型、2）白線裂型（図
１ -a）［3, 11, 12, 14］、3）蹄葉炎型（図１ -b）
［10, 13］に区分される。3）の蹄葉炎型では、ラ
メラーウエッジ［5, 10］と呼ばれる再生性蹄皮（負
面では肥厚した白帯にみえる）と蹄壁中層との境
界領域が浸食を受けて空洞になっている点に特徴
がある。さらに、蹄葉炎という過去の病歴を情報
として持っていないと、生馬で蹄葉炎型と白線裂
型を区別するのは難しい場合がある。我々の施設
では、単純型蟻洞の経験は極めて少ない。

　JRA 保健衛生年報に記録された蟻洞の年度ごと
の発症頭数の推移を見ると、2001 年をピークに

2000年から 2003年の間に多発していた（図２）。
しかしながら、その集計データは装蹄師および獣
医師により何らかの処置が施された重症例のみを
計測したもので、普段は蹄鉄に隠れて発見しづら
く、知覚組織に達しなければ症状を見せない本病
変の全てを取り扱っているわけではない。つまり、
潜在化した比較的軽症の蟻洞発生数はさらに多い
のが実際である。そこで、我々は、最も発症が多
かった 2001 年のうち秋１ヵ月間を選んで、日本
中央競馬会が運営する２つのトレーニング・セン
ター（TC）で繋養されていた全競走馬を対象に、
症状を示さないものも含めて、蟻洞の発生頭数と
その背景となる疫学的要因を調査探求した。この
調査には、TC で働く JRA 専属装蹄師と個人開業
装蹄師の多大な貢献を必要とするため、装蹄師の
通常業務に影響を与えることから、2001 年以後
の一斉調査は全く行われていない。世界的に見て
も、蹄壁の空洞病変の発生状況を調査した報告は
見当たらず、前記の調査結果を報告することは、
本症の性格を明らかにする意味で重要である。
よって、今回、その時に収集したデータを回顧的
にまとめなおし、知見を整理したので報告する。

供試馬と検索方法
　調査期間は、2001 年 10 月１日から 31 日ま
での 1ヵ月間とし、東西２つの TC で繋養されて
いた全ての競走馬を対象に、装蹄時に蹄負面を観
察し、性別、年齢、蟻洞の有無（有病率）、発生肢蹄、
発生部位を集計した。JRA で繋養されている競走
馬１頭あたりの改装期間は 2 から 3 週間である
ため、1ヵ月という調査期間は在籍馬の全てを調
査対象とすることが可能な期間であった。発生部
位の特定は、既報に準じて［4, 11］、蹄負面にお
いて空洞が蹄のどの領域から始まっているかで区
分した。すなわち、蹄負面を、内蹄踵、内蹄側、
内蹄尖、蹄尖正中域（MDC; midline dead center
［17］）、外蹄尖、外蹄側、外蹄踵の７ヶ所に区分
して、病変の位置を判断した。１つの病変が複数
の蹄負面位にまたがっていた場合は、主たる発生
部位を病変の主座とみなして記録した。連続して
いない空洞は複数病変としてカウントした。本症
の診断に必要な病変の深さの探索については、ス
テンレス製の針金や蹄釘を探子として、判断が慣
れている装蹄師により実施された。蟻洞の有病率
について、TC、年齢、性との関係を、多変量ロ
ジスティック回帰分析にてオッズ比および 95％
信頼区間を算出し、危険率 (P value)0.05 未満を
有意差ありと判定した。統計ソフトは JMP 9.0.2
(SAS Institute Inc, Cary North Carolina) を用いた。

成績
　5386 頭を調査した結果、蟻洞と診断された馬
の実頭数は 148 頭（有病率 2.74％）であった。
TC 別に在厩実頭数と発症実頭数（有病率）を計
測すると、栗東TCでは2519頭中54頭（2.14％）、
美浦 TC では 2867 頭中 94 頭（3.28％）だった。
性別は、雄 3042 頭 中 82 頭（2.7％）が、雌
2059 頭中 60 頭（2.91％）が、去勢雄 285 頭中
6頭（2.11％）が病変をもっていた。年齢別では、
2 歳が 2085 頭中 35 頭（1.68%）、3 歳が 1816
頭中 44 頭（2.42%）、4 歳が 759 頭中 30 頭
（3.95%）、5 歳が 439 頭中 21 頭（4.78%）、6 歳
が 210 頭中 10 頭（4.76%）、7歳が 77 頭中 8頭
（10.39%）と、年齢が増すにつれて有病率は増加
していた（図 3）。発症蹄数に注目したところ、

148 頭の発症馬に対して発症蹄の数は 244 個で
あった。1 蹄のみ発症していた馬は 74 頭、2 蹄
発症していた馬は 58 頭、3 蹄発症していた馬は
10 頭、4 蹄発症していた馬は 6 頭であった。肢
蹄別の内訳は右前蹄 107 個、左前蹄 98 個、右後
蹄 20 個、左後蹄 19 個と前蹄が全発症肢の
84.02％と多かった。これら全ての蹄に存在した
病変数は計 317 個であり、それらの発生場所を
蹄負面の部位別に集計したところ、内蹄踵 27個、
内蹄側 20個、内蹄尖 22個、蹄尖正中域 189 個、
外蹄尖 20 個、外蹄側 16 個、外蹄踵 23 個、と、
蹄尖正中域が病変数全体の 59.62％と多かった。
多変量ロジスティック回帰分析の結果、TC の違
い（オッズ比 0.65、95% 信頼区間 0.46-0.91）
と 年 齢（オ ッ ズ 比 1.43、95% 信 頼 区 間 
1.27-1.61）とに有意な関連性があった。

考察
　本調査結果では、蟻洞の発生は前肢に多く、３
蹄以上の蹄に発生していた馬は少なかった。さら
に、病変は蹄尖正中域に偏っており、四肢の蹄負
面全体に均等に発生してはいなかった。馬では静
止時において前肢に体重がより多く負荷している
［18］。また、直線運動における蹄反回時には、
蹄尖壁に大きな弾性変形が生じやすい［19］。今
回の結果は、前肢蹄尖壁にかかる力学的負荷と大
きな弾性変形が本症の発生に関連している可能性
を示唆していた。また、本調査から、蟻洞発生に
性差は影響せず、加齢と馬の所属が影響している
ことがわかった。年齢の高い馬は、多くのレース
に参加してそれなりの成績を収めてきた馬である
ことから、必然的に強い調教を受けてきたはずで

ある。年齢の高い馬ほど、蹄壁へ大きな力学的ス
トレスを受けてきたことが蟻洞発生と関連してい
ると推察された。所属が発生数に影響した理由は
今回の調査では全く不明であった。両 TC では、
ほぼ同様の調教コースが整っており、日常の調教
時間も大きく違うことはない。また、蹄壁の護蹄
に用いられている蹄鉄形状に関しても、日本中央
競馬会に所属する競走馬では法律の基準内で調整
されたほぼ同様の形態の蹄鉄が用いられており、
目立った形状差はない。調教馬の騎乗者の多くも、
本会が運営する競馬学校で一定の教育を受けた卒
業生で占められており、東西間に調教技術にこと
さらに大きな隔たりがあるわけではない。しかし、
調査当時、多くの調教師から「美浦では過長蹄が
多いという印象をもっている」と聞いた。過長蹄
は蹄尖壁に本症を誘発する要因の一つと考えられ
ていることから［13］、一つの可能性として、過
長蹄となっている馬の多さが美浦での蟻洞発症の
多さの一因となったことも考えられる。いずれに
せよ、これらの推察には科学的検証が必要である。
　以上の解析から、我々は、競走馬の蟻洞発生の
主因は力学的負荷であり、ひとたび形成された角
質損傷部に二次的な増悪要因（誘因）が加わって
空洞が大きくなっていくと考えた。発症の誘因候
補は、１）解剖学的構造上の理由による蹄の堅牢
性の低下［13］、２）水や尿による病変部角質の
膨潤と軟化［4, 6, 7, 8, 13］、３）真菌や細菌な
どの感染微生物による角質崩壊［12, 13］、４）
不定期な装蹄によくある初期病変の放置 [1] など
が考えられる。4）と関連する初期病変は、軽度
な白帯（線）病 ;white line disease が考えられた。
既報［11］では、JRA 所属競走馬の軽度な白帯（線）
病は、今回の蟻洞調査結果と同様、前肢の蹄尖部
に多く発生する傾向があった。これより、観察さ
れた蟻洞の多くは白帯（線）病が基礎となって発
生したものが主流ではないかと推察された。今後
は、推定される誘因についてさらなる詳細な調査
が必要である。
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図 3　 馬齢ごとの蟻洞有病率
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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はじめに
　日本独特の定義上、蹄壁中層と葉状層の境界領
域に蹄負面に形成された空洞が蹄負面に達したも
のを蟻洞と呼ぶ［９］。読んで字のごとく蟻の巣
の比喩である。実際は、空洞は蟻の巣様に細い場
合もあるが、それにとどまらず拡大して蹄壁の広
い範囲に及ぶ例が多い。また、蹄負面の開口部が
白帯（線）に及ぶケースもよくあり、海外では白
線病 white line disease（訳注；白線裂を含む白帯
損傷の総称）の範疇に分類する者もいる [1, 14, 
16]。しかしながら、white line すなわち白帯（線）
は蹄壁と蹄底に介在する黄色透明調の特殊な角質
だけを指すことから、蹄壁と葉状層の境界域まで
拡大する蟻洞と white line disease は区別するべ
きという意見も根強い［2］。総じて、欧米には
蟻洞と同一の定義に当てはまる用語はなく、良く
似た病変として chronic hoof wall separation, 
traumatic hollow hoof, hoof rot, seedy toe, dew 
poisoning, wall break back and infectious wall 
deterioration, sever white line disease［2, 13, 20, 
21］があり、用語は混乱している。国際的認知
はないものの、我々には日本の定義で蟻洞；
Gidoh を理解するのが慣用であり、集計もこの定
義によって成された。さて、蟻洞が知覚組織まで
拡大した場合、跛行や二次感染が起こるため問題
となる。また、感染がなくても大きな空洞病変の

場合、装蹄に必要な釘打ちが困難になるため調教
上のトラブルに発展することから無視できない
［15］。JRA 競走馬総合研究所におけるルーチン
な病理解剖では、1）単純型、2）白線裂型（図
１ -a）［3, 11, 12, 14］、3）蹄葉炎型（図１ -b）
［10, 13］に区分される。3）の蹄葉炎型では、ラ
メラーウエッジ［5, 10］と呼ばれる再生性蹄皮（負
面では肥厚した白帯にみえる）と蹄壁中層との境
界領域が浸食を受けて空洞になっている点に特徴
がある。さらに、蹄葉炎という過去の病歴を情報
として持っていないと、生馬で蹄葉炎型と白線裂
型を区別するのは難しい場合がある。我々の施設
では、単純型蟻洞の経験は極めて少ない。

　JRA 保健衛生年報に記録された蟻洞の年度ごと
の発症頭数の推移を見ると、2001 年をピークに

2000年から 2003年の間に多発していた（図２）。
しかしながら、その集計データは装蹄師および獣
医師により何らかの処置が施された重症例のみを
計測したもので、普段は蹄鉄に隠れて発見しづら
く、知覚組織に達しなければ症状を見せない本病
変の全てを取り扱っているわけではない。つまり、
潜在化した比較的軽症の蟻洞発生数はさらに多い
のが実際である。そこで、我々は、最も発症が多
かった 2001 年のうち秋１ヵ月間を選んで、日本
中央競馬会が運営する２つのトレーニング・セン
ター（TC）で繋養されていた全競走馬を対象に、
症状を示さないものも含めて、蟻洞の発生頭数と
その背景となる疫学的要因を調査探求した。この
調査には、TC で働く JRA 専属装蹄師と個人開業
装蹄師の多大な貢献を必要とするため、装蹄師の
通常業務に影響を与えることから、2001 年以後
の一斉調査は全く行われていない。世界的に見て
も、蹄壁の空洞病変の発生状況を調査した報告は
見当たらず、前記の調査結果を報告することは、
本症の性格を明らかにする意味で重要である。
よって、今回、その時に収集したデータを回顧的
にまとめなおし、知見を整理したので報告する。

供試馬と検索方法
　調査期間は、2001 年 10 月１日から 31 日ま
での 1ヵ月間とし、東西２つの TC で繋養されて
いた全ての競走馬を対象に、装蹄時に蹄負面を観
察し、性別、年齢、蟻洞の有無（有病率）、発生肢蹄、
発生部位を集計した。JRA で繋養されている競走
馬１頭あたりの改装期間は 2 から 3 週間である
ため、1ヵ月という調査期間は在籍馬の全てを調
査対象とすることが可能な期間であった。発生部
位の特定は、既報に準じて［4, 11］、蹄負面にお
いて空洞が蹄のどの領域から始まっているかで区
分した。すなわち、蹄負面を、内蹄踵、内蹄側、
内蹄尖、蹄尖正中域（MDC; midline dead center
［17］）、外蹄尖、外蹄側、外蹄踵の７ヶ所に区分
して、病変の位置を判断した。１つの病変が複数
の蹄負面位にまたがっていた場合は、主たる発生
部位を病変の主座とみなして記録した。連続して
いない空洞は複数病変としてカウントした。本症
の診断に必要な病変の深さの探索については、ス
テンレス製の針金や蹄釘を探子として、判断が慣
れている装蹄師により実施された。蟻洞の有病率
について、TC、年齢、性との関係を、多変量ロ
ジスティック回帰分析にてオッズ比および 95％
信頼区間を算出し、危険率 (P value)0.05 未満を
有意差ありと判定した。統計ソフトは JMP 9.0.2
(SAS Institute Inc, Cary North Carolina) を用いた。

成績
　5386 頭を調査した結果、蟻洞と診断された馬
の実頭数は 148 頭（有病率 2.74％）であった。
TC 別に在厩実頭数と発症実頭数（有病率）を計
測すると、栗東TCでは2519頭中54頭（2.14％）、
美浦 TC では 2867 頭中 94 頭（3.28％）だった。
性別は、雄 3042 頭 中 82 頭（2.7％）が、雌
2059 頭中 60 頭（2.91％）が、去勢雄 285 頭中
6頭（2.11％）が病変をもっていた。年齢別では、
2 歳が 2085 頭中 35 頭（1.68%）、3 歳が 1816
頭中 44 頭（2.42%）、4 歳が 759 頭中 30 頭
（3.95%）、5 歳が 439 頭中 21 頭（4.78%）、6 歳
が 210 頭中 10 頭（4.76%）、7歳が 77 頭中 8頭
（10.39%）と、年齢が増すにつれて有病率は増加
していた（図 3）。発症蹄数に注目したところ、

148 頭の発症馬に対して発症蹄の数は 244 個で
あった。1 蹄のみ発症していた馬は 74 頭、2 蹄
発症していた馬は 58 頭、3 蹄発症していた馬は
10 頭、4 蹄発症していた馬は 6 頭であった。肢
蹄別の内訳は右前蹄 107 個、左前蹄 98 個、右後
蹄 20 個、左後蹄 19 個と前蹄が全発症肢の
84.02％と多かった。これら全ての蹄に存在した
病変数は計 317 個であり、それらの発生場所を
蹄負面の部位別に集計したところ、内蹄踵 27個、
内蹄側 20個、内蹄尖 22個、蹄尖正中域 189 個、
外蹄尖 20 個、外蹄側 16 個、外蹄踵 23 個、と、
蹄尖正中域が病変数全体の 59.62％と多かった。
多変量ロジスティック回帰分析の結果、TC の違
い（オッズ比 0.65、95% 信頼区間 0.46-0.91）
と 年 齢（オ ッ ズ 比 1.43、95% 信 頼 区 間 
1.27-1.61）とに有意な関連性があった。

考察
　本調査結果では、蟻洞の発生は前肢に多く、３
蹄以上の蹄に発生していた馬は少なかった。さら
に、病変は蹄尖正中域に偏っており、四肢の蹄負
面全体に均等に発生してはいなかった。馬では静
止時において前肢に体重がより多く負荷している
［18］。また、直線運動における蹄反回時には、
蹄尖壁に大きな弾性変形が生じやすい［19］。今
回の結果は、前肢蹄尖壁にかかる力学的負荷と大
きな弾性変形が本症の発生に関連している可能性
を示唆していた。また、本調査から、蟻洞発生に
性差は影響せず、加齢と馬の所属が影響している
ことがわかった。年齢の高い馬は、多くのレース
に参加してそれなりの成績を収めてきた馬である
ことから、必然的に強い調教を受けてきたはずで

ある。年齢の高い馬ほど、蹄壁へ大きな力学的ス
トレスを受けてきたことが蟻洞発生と関連してい
ると推察された。所属が発生数に影響した理由は
今回の調査では全く不明であった。両 TC では、
ほぼ同様の調教コースが整っており、日常の調教
時間も大きく違うことはない。また、蹄壁の護蹄
に用いられている蹄鉄形状に関しても、日本中央
競馬会に所属する競走馬では法律の基準内で調整
されたほぼ同様の形態の蹄鉄が用いられており、
目立った形状差はない。調教馬の騎乗者の多くも、
本会が運営する競馬学校で一定の教育を受けた卒
業生で占められており、東西間に調教技術にこと
さらに大きな隔たりがあるわけではない。しかし、
調査当時、多くの調教師から「美浦では過長蹄が
多いという印象をもっている」と聞いた。過長蹄
は蹄尖壁に本症を誘発する要因の一つと考えられ
ていることから［13］、一つの可能性として、過
長蹄となっている馬の多さが美浦での蟻洞発症の
多さの一因となったことも考えられる。いずれに
せよ、これらの推察には科学的検証が必要である。
　以上の解析から、我々は、競走馬の蟻洞発生の
主因は力学的負荷であり、ひとたび形成された角
質損傷部に二次的な増悪要因（誘因）が加わって
空洞が大きくなっていくと考えた。発症の誘因候
補は、１）解剖学的構造上の理由による蹄の堅牢
性の低下［13］、２）水や尿による病変部角質の
膨潤と軟化［4, 6, 7, 8, 13］、３）真菌や細菌な
どの感染微生物による角質崩壊［12, 13］、４）
不定期な装蹄によくある初期病変の放置 [1] など
が考えられる。4）と関連する初期病変は、軽度
な白帯（線）病 ;white line disease が考えられた。
既報［11］では、JRA 所属競走馬の軽度な白帯（線）
病は、今回の蟻洞調査結果と同様、前肢の蹄尖部
に多く発生する傾向があった。これより、観察さ
れた蟻洞の多くは白帯（線）病が基礎となって発
生したものが主流ではないかと推察された。今後
は、推定される誘因についてさらなる詳細な調査
が必要である。
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背景と目的
　ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）および 4
型（EHV-4）（以降、両ウイルスを合わせて EHV
と表記）は、馬鼻肺炎の原因ウイルスである。
EHV-1 は、呼吸器疾患に加えて、流産や神経症
状を起こすことから、馬産業に大きな経済的被害
をもたらす（1）。一方、EHV-4 は、若齢馬を中
心に散発的に呼吸器疾患を起こす。EHV によっ
て引き起こされる疾病の制御にはワクチンが有効

であり、実験感染モデルにおいて、呼吸器症状、
神経症状の軽減、流産発生率の低減効果が確認さ
れている（2-4）。野外の馬群におけるワクチン接
種後の抗体応答については様々な調査がなされて
おり（5-8）、ワクチンの使用によって流産の発生
率が低下したとする報告もある（9-12）。しかし、
EHV 感染による呼吸器疾患に対するワクチン効
果については、野外の馬群でほとんど調査されて
いない。

　日本中央競馬会（JRA）のトレーニング・セン
ター（トレセン）では、EHV-1 感染による競走
馬の冬期の集団発熱が見られ、出走取消や調教ス
ケジュールの遅れを生じることから、長年問題に
なってきた（13）。トレセンでは、2,000 頭を超
える競走馬が集団で飼育され、強い調教や寒冷ス
トレスに暴露されることから、EHV-1 が流行し
やすい条件が揃っていると考えられる。競走馬の
多くは、2 歳でトレセンに入厩するまで EHV-1
に感染したことがなく、トレセンで迎える最初の
冬に EHV-1 の感染を初めて受ける（14）。一方、
EHV-4 に関しては、トレセン入厩前に飼育され
ていた生産牧場や育成牧場でほぼ例外なく感染を
受けている（14）。トレセンにおける EHV-4 によ
る発熱馬の発生は散発的で、集団発熱を起こすこ
とは稀である（14）。
　JRA では、トレセンでの EHV-1 感染による冬
期の集団発熱を抑制するため、1994-1995 年の
流行期から、EHV-1 不活化ワクチン（商品名：
馬鼻肺炎不活化ワクチン、日生研）を導入した。
EHV-1 感染による発熱の多くは 3 歳馬（流行期
の始めである 12 月時点では 2 歳）に見られるこ
とから（14）、ワクチン接種対象は 3歳馬のうち、
入厩時の検査で EHV-1 に対する抗体の低かった
個体に限定していた。しかし、ワクチン導入後も
依然として多くの冬期発熱馬が認められたことか
ら、ワクチンの効果は限定的であると考えられた。
そこで 2009-2010 年の流行期から接種体制を変
更し、在厩するすべての 3歳馬を接種対象とした。
本研究では、新たなワクチン接種体制の有効性を
検証するため、トレセンにおける EHV 感染によ
る発熱馬の発生状況、EHV の流行規模、ワクチ
ン接種率、およびワクチン接種馬における抗体応
答を調査した。

材料と方法
調査対象馬
　JRA 栗東および美浦トレセンに在厩する競走馬
を対象とした。両トレセンの各年 1 月 1 日時点
の在厩馬について、年齢構成を図 1に示した。
調査対象期間
　EHV-1 の流行期は概ね 12 月～翌 4 月で年をま

たぐため、本論文では、流行期の表記を、
「1999-2000 年、2000-2001 年・・・」のよう
に統一した。同じ理由から、12月時点では2歳で、
翌 1 月に 3 歳になる世代を「3 歳馬」または「3
歳世代」と表記した。冬期発熱馬頭数、EHV 感
染馬頭数の調査は 1999-2000 年～ 2013-2014
年について実施した。EHV感染発熱馬の年齢調査、
EHV 流行規模の調査、ワクチン接種率の調査は、
接種体制を変更する 3シーズン前から現在に至る
2006-2007 年～ 2013-2014 年について実施し
た。
ワクチン接種体制
　1994-1995 年～ 2008-2009 年の期間は、10
月から翌 4 月までにトレセンに入厩した 3 歳馬
の血清について、ELISA キット（商品名：イムノ
サーチ ERV、日生研）を用いて EHV-1 に対する

抗体を測定し、吸光度（OD）が 0.6 未満を示し
た個体をワクチン接種対象とした。接種対象馬に
は、11 月中旬から翌 4 月末までの期間に、
EHV-1 不活化ワクチンを 1～ 2ヵ月間隔で最大
3 回接種した。9 月以前にトレセンに入厩した馬
は ELISA 検査の対象外であるため、ワクチン接種
対 象 か ら 自 動 的 に 外 れ て い た。ま た、
2003-2004 年の流行期には、栗東トレセンでワ
クチンを予定数調達できなかったため、規定通り
に接種できなかった。
　2009-2010 年から、在厩する 3 歳馬全頭を対
象とする現在の接種体制に切り替えた。シーズン
によって接種期間が若干異なるが、概ね 11 月中
旬から翌 4 月までの間に約 1ヵ月間隔で最大 3
回接種を行った。具体的には、各月の中旬に一斉
接種日を設け、在厩する 3歳馬全頭へ接種を行う
ほか、流行期の途中に入厩する 3歳馬については、
入厩時に 1 回目の接種を行った。2 回目以降の一
斉接種日には、当該月に接種を受けていない在厩
3 歳馬で、接種済みの回数が 2 回以下のものに接
種した。
冬期発熱馬の血清疫学調査
　1999-2000 年～ 2013-2014 年の流行期に、
両トレセンで 38.5℃以上の発熱を呈した馬から
初診時血清を採取した。20～ 30 日後に在厩し
ていたものについて回復期血清を採取し、初診時
血清と合わせ、ペア血清とした。得られた血清を
EHV-1（HH-1 株）を用いた補体結合（CF）試験
（13）と EHV-1 および EHV-4 の gG タンパク質
抗原を用いた gG-ELISA に供した（15）。gG タン
パク質抗原は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体をそ
れぞれ特異的に検出し、EHV-1 不活化ワクチン
に対する抗体とは反応しないことが知られている
（15）。CF 試験においてペア血清間で 4 倍以上の
抗体価上昇を示したもののうち、EHV-1 または
EHV-4 の gG-ELISA で 4 倍以上の抗体価上昇を示
したものを、それぞれ EHV-1 感染馬、EHV-4 感
染馬と判定した。それらに加え、gG-ELISA でど
ちらのウイルスに対しても抗体価上昇を示さない
が、EHV-1 不活化ワクチンの接種と関係なく CF
抗体価が上昇しているものについても、ウイルス
の型別は不明であるが EHV-1、EHV-4 の少なく

とも一方に感染したと判定し、EHV 感染馬に含
めた。
　血清学的検査は発熱馬のうちペア血清が得られ
た一部の馬でしか行っていないため、EHV 感染
馬頭数については以下の方法により推定値を求め
た。12 月から翌 4 月までの各月について、検査
馬における EHV 感染率を当該月の発熱馬頭数に
乗じて、各月の推定 EHV 感染馬頭数とした。こ
れを合計して、流行期を通しての推定 EHV 感染
馬頭数とした。発熱馬頭数、推定 EHV 感染馬頭
数の平均値について、Wilcoxon の順位和検定に
より統計解析を行った。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模の解析
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に、
冬期間トレセン内に継続して飼養されていた 3歳
世代の馬を無作為に 50 頭抽出し（ただし、美浦
トレセンの 2012-2013 年は 39 頭、2013-2014
年は 43 頭）、11 月および翌 5 月に採取したペア
血清について、gG-ELISA により EHV-1 および
EHV-4 の感染率を調査した。ペア血清間で 4 倍
以上の抗体価上昇を示した頭数の割合を、それぞ
れ EHV-1 感染率、EHV-4 感染率とした。
EHV-1 不活化ワクチンの接種率
　2006-2007 年～ 2013-2014 年の各流行期に
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 ワクチン
接種率を求めた。1月 1日時点の 3歳世代および
全世代の在厩馬について、一度でも EHV-1 不活
化ワクチンの接種を受けたことのある頭数を求
め、それぞれ対応する在厩馬頭数で除した。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬の抗体応答
　2010-2011 年に栗東トレセンで、現在のワク
チン接種体制で EHV-1 不活化ワクチンを約 1ヵ
月間隔で 3 回接種された 3 歳世代の馬を無作為
に抽出した。1 回目の接種の約 1 か月前にプレ血
清を、3 回の接種日からそれぞれ約 1 か月後にポ
スト血清を採取し、計 4 点の血清を得た。EHV-1
および EHV-4 の自然感染を受けた馬を除外する
ため、EHV-1 および EHV-4 の gG-ELISA を実施し、
採材期間中に有意な抗体価上昇が見られなかった
106 頭の血清をその後の解析に用いた。
　EHV-1 に対する中和抗体価は、フォーカス減

少法により測定した（16）。プレ血清とワクチン
後のいずれかのポスト血清の間で、4 倍以上の抗
体価上昇が見られた場合に、ワクチンに対する抗
体応答があったと判定した。抗体価の幾何平均
（GM）値について、Welch の t 検定により有意差
検定を行った。

結果
トレセンにおける EHV 感染による冬期発熱馬の
発生状況
　はじめに、ワクチン接種体制の変更が両トレセ
ンでの EHV 感染による冬期発熱馬の発生状況に
与えた影響について調査した。両トレセンにおけ
る、冬期発熱馬頭数と推定 EHV 感染馬頭数を図
2 に示す。接種体制変更前の 1999-2000 年～

2008-2009 年の発熱馬頭数は、栗東トレセンで
は 185 頭～ 367 頭の範囲に、美浦トレセンでは
105 頭～ 244 頭の範囲にあった。この期間の発
熱馬頭数平均値 ± 標準偏差は、栗東では
244±54 頭、美浦では 166±52 頭であった。こ
のうち、推定 EHV 感染馬頭数は、栗東では
105±47 頭、美浦では 66±44 頭であった。調
査期間の中で、発熱馬頭数および推定 EHV 感染
馬頭数がもっとも多かったのは、2003-2004 年
の栗東トレセンであるが（図 2）、このシーズン
はワクチンを必要な数量確保できず、予定した通
りに接種を実施できていなかった。
　3 歳馬への全頭接種が開始された 2009-2010
年には、両トレセンとも従来と同じ程度の発熱馬
頭数、推定 EHV 感染馬頭数が見られたが、2 期
目の 2010-2011 年からは顕著に減少し、最新の
流行期である 2013-2014 年まで 4 期連続して低
い値を保っている（図 2）。栗東トレセンにおけ
る 2010-2011 年～ 2013-2014 年の発熱馬頭数
の平均値は 134±11 頭で、1999-2000 年～
2008-2009年と比べ、有意に減少した（P < 0.01）。
推定 EHV 感染馬頭数の平均値も 26±12 頭に減
少した（P < 0.01）。美浦トレセンでも同様の傾
向が見られ、2010-2011 年～ 2013-2014 年の
発熱馬頭数の平均値は、84±12 頭（P < 0.01）
に減少した。推定 EHV 感染馬頭数の平均値は
18±12 頭であり、1999-2000 年～ 2008-2009
年と比べ、有意な差ではないが減少した。
　血清学的検査の結果、EHV に感染したことが
明らかになった馬の頭数は、2006-2007 年から
2013-2014 年の流行期の合計で、栗東トレセン
では 306 頭、美浦トレセンでは 142 頭であった。
栗東トレセンの感染馬 306 頭のうち、262 頭
（85.6%）が 3 歳世代で、残り 44 頭（14.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。gG-ELISA でウイルス
を型別したところ、262 頭（85.6%）が EHV-1
感染であり、13 頭（4.2%）は EHV-4 感染、36
頭（11.1%）はウイルス型別不明であった。美浦
トレセンでは、142 頭の感染馬のうち、116 頭
（81.6%）が 3 歳世代で、残り 26 頭（18.4%）が
4 歳以上であった（表 1）。120 頭（84.5%）は
EHV-1 感染、8 頭（5.6%）は EHV-4 感染、21 頭

（14.8%）はウイルス型別不明であった。いずれ
のトレセンにおいても EHV-1 と EHV-4 の混合感
染例も散見された。
トレセンにおける冬期の EHV-1 および EHV-4 の
流行規模
　次に、EHV-1 および EHV-4 の流行規模を明ら
かにするため、流行期にトレセン内に継続して飼
養されていた 3歳馬の流行期前後のペア血清につ
いて gG-ELISA 抗体価を測定した。それらの馬の
EHV-1 および EHV-4 の感染率を図 3 に示す。
EHV-4 感染率は 0.0 ～ 11.6% で推移し、シーズ
ン間で流行状況の大きな変化を認めなかった（図
3）。接種体制を変更する前の EHV-1 感染率は、
栗東トレセンでは 62.0 ～ 68.0%、美浦トレセン
では52.0 ～ 64.0%であった（図3）。これに対し、
3 歳馬全頭接種開始後の栗東トレセンにおける
EHV-1 感 染 率 は、2010-2011 年 に 10.0%、
2012-2013 年に 22.0% と著しく低かったが、そ
れ以外の流行期は 50.0% ～ 64.0% で推移し、接
種体制変更前と変わらない程度の流行が見られた
（図 3A）。美浦トレセンでの EHV-1 感染率は、
2010-2011 年に 24.0% の低値を示したが、それ
以外のシーズンは 51.2% ～ 76.0% で推移した（図

3B）。
EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳世代における接種
率と在厩馬全体の接種率
　次に、ワクチン接種体制の変更と、EHV 感染
による発熱馬頭数の減少との関係を明らかにする
ため、ワクチン接種率を調査した。表 2 に
2006-2007 年～ 2013-2014 年の両トレセンに
おける 3 歳世代および全世代の EHV-1 不活化ワ
クチン接種率を示す。3 歳世代の接種率は、
2006-2007 年～ 2008-2009 年の平均で、栗東
トレセンでは 47.7%、美浦トレセンでは 48.0%
であった。接種体制変更後、最初の流行期である

2009-2010 年の 3 歳世代接種率は、栗東では
99.4%、美浦では 99.8% であり、その後も同様の
高い値が維持されていた（但し、2011-2012 年
の美浦（88.6%）を除く）。2009-2010 年から
2012-2014 年の接種率の平均は、栗東では
99.6%、美浦では 96.4% であった（表 2）。

　一方、全世代の接種率は、2006-2007 年～
2008-2009 年の平均で、栗東トレセンでは
50.8%、美浦トレセンでは 50.0% であった。接種
体制変更後、全世代接種率は段階的に上昇してい
た。2009-2010 年の全世代接種率は、栗東で
77.9%、美 浦 で 79.3% で あ っ た が、最 新 の
2013-2014 年にはそれぞれ 96.0%、95.4% まで
上昇していた（表 2）。
EHV-1 不活化ワクチン接種馬における中和抗体
応答
　EHV-1 不活化ワクチンに対する抗体応答を調
査するため、ワクチン接種馬の EHV-1 に対する
中和抗体価を測定した。2010-2011 年の流行期
に栗東トレセンでワクチン接種を受けた 3 歳馬
106 頭の各採材時点での血清中和抗体価の分布を
図 4 に示す。これらの馬は現在の接種体制の下、
1 か月間隔で 3 回のワクチン接種を受けている。
接種前の中和抗体価 GM 値は、31.0 であった。1

回目の接種後、GM 値は 53.7 まで上昇したが、2
回目、3 回目の接種後には有意な上昇を認めな
かった。4 倍以上の抗体価上昇が見られた頭数の
割合（反応率）は、1 回接種後で 20.0%、2 回接
種後で 7.6%、3回接種後で 3.8% であった（表 3）。
反応率とプレ血清抗体価の関係を検証したとこ
ろ、反応率が高かったのは、10 未満～ 80 のプ
レ抗体価を持つものであり、プレ抗体価が 160
以上の馬ではワクチン接種後に 4倍以上の抗体価
上昇を示さなかった（表 4）。

考察
　トレセンにおける EHV 感染による発熱馬頭数
には、シーズンによってある程度のばらつきが見
られる（図 2）。このばらつきの原因としては、

集団の年齢構成、過去の EHV-1 および EHV-4 感
染既往、他の牧場におけるウイルスの流行状況、
気象条件等、様々なものが考えられ、特定するこ
とは困難である。しかし、本調査でワクチン接種
体制変更後に認められた EHV 感染による発熱馬
頭数の減少は、2010-2011 年～ 2013-2014 年
の 4期連続して、栗東・美浦の両方のトレセンで
見られたことから、上述のような不確定な原因に
よるばらつきとして捉えるには不自然であり、ワ
クチンの効果による流行抑制が起こったものと推
測した。
　JRA のトレセンでは、1994-1995 年から一部
の 3 歳馬に EHV-1 不活化ワクチン接種を開始し
たが、それ以前の冬期発熱馬頭数について調べた
ところ、1986-1987 年～ 1993-1994 年の 8 期
の平均で、栗東では 377 頭、美浦では 166 頭で
あった（松村ら、未発表データ）。ただし、これ
らの発熱馬のうちどの程度の割合が EHV 感染に
よるものであったかは不明である。1994-1995
年のワクチン接種導入後、冬期発熱馬頭数の平均
は、栗東トレセンでは 244 頭であり、導入前の
約 3 分の 2 にまで減っていた。一方、美浦トレ
センではワクチン導入後も 166 頭であり、導入
前と変わらない規模であった。また、塩瀬らは、
1998-1999 年～ 2001-2002 年に行った調査で、
栗東トレセンで EHV の流行規模が平均より極め
て大きい流行期には、ワクチン接種馬の EHV-1
感染率が非接種馬より低い傾向にあったことを報
告している（17）。さらに、2003-2004 年の栗
東トレセンでは、予定した頭数にワクチンを接種
できなかったが、この時の発熱馬頭数は、他の流
行期と比べて突出して多くなっている。これらの
ことから、入厩時の抗体価が低い一部の 3歳馬を
対象としていた従来の接種体制は、不十分では
あったものの、少なくとも栗東トレセンにおいて
は EHV-1 の流行抑制にある程度効果を示してい
たと推測された。
　従来の接種体制で強い集団免疫効果を得ること
ができなかったのは、ワクチン接種率が流行抑制
に有効な数値に達していなかったためだと考えら
れる。接種率が低かったのには二つ理由がある。
一つは、入厩時血清の EHV-1-ELISA 抗体の高かっ

た個体がワクチン接種対象から外れていたことで
ある。当時は、10 月以降の入厩馬について
EHV-1 に対する ELISA 抗体を測定し、OD 値が
0.6未満のものをワクチン接種対象としていたが、
どの程度の抗体を有していれば、EHV-1 感染に
よる発熱を防ぐことができるのかは現在も明らか
になっていない。もう一つの理由は、9 月以前に
トレセンに入厩して冬期まで滞在した馬群が、
EHV-1 に対する抗体を測定されず、自動的に接
種対象から外れていたことにある。この馬群の中
にも EHV-1 に対する抗体が低い個体がある程度
いたはずである。かくして 2008-2009 年以前の
接種体制では、3 歳馬の約半数しかワクチン接種
を受けておらず、4 歳以上を含む全世代の接種率
も同様に低かった（表 2）。
　EHV-1 感染による冬期の集団発熱は主に 3 歳
馬に見られる。一方、4 歳以上の馬群は過去の
EHV-1 感染既往や、抗原性が交差する EHV-4 の
感染既往により免疫が付与されていることから、
感染に対して抵抗力を持つと考えられてきた。そ
のため我々は、ワクチン接種対象を 3歳馬全頭に
拡大すれば、EHV-1 の流行を抑制できると考え
ていた。そうして 3 歳馬全頭接種を導入した
2009-2010 年には、両トレセンとも 99% 以上の
極めて高い 3歳馬接種率を達成したが、流行は抑
制されなかった。従って、3 歳馬の接種率を高め
るだけでは十分な集団免疫効果が得られないこと
が明らかになった。このように、集団の一部にワ
クチン接種しても十分に効果が得られないこと
は、ヒトのインフルエンザの流行に対するワクチ
ン接種体制に同様の例を求めることができる。多
くの国では、高齢者、妊婦、乳幼児、慢性疾患保
有者等、インフルエンザによる症状が重篤化しや
すい人々を感染から防御することを企図して、そ
うしたハイリスク集団を主たる対象に接種体制を
組んでいるが、流行を防ぐことができず、多くの
重症患者や死者が出ることがしばしばある。これ
は、健康な成人が感染を受けた場合重症化するリ
スクは低いが、ウイルスを排出して二次感染者を
増加させるため、結果的にハイリスク集団への感
染機会が減らなかったことが原因と考えられる
（18, 19）。すなわち、集団免疫の観点からは、重

症化リスクの大小に関わらず、集団全体を接種対
象とするべきだと考えられる。翻ってトレセンに
おける EHV-1 感染による冬期発熱馬を見ると、
少数といえども 4歳以上の馬群も流行に関与して
いることが明らかになった（表 1）。したがって、
EHV-1 流行抑制のためのワクチン接種率を考え
る際には、流行の主体である 3歳馬だけではなく、
4 歳以上を含めた全世代を一集団として捉える必
要があると考えられた。
　3 歳馬のワクチン接種率は、翌シーズンの 4 歳
馬の接種率に反映されるため、3 歳馬全頭接種が
導入されて以降、接種を受けた世代が積み重なる
ことにより、全世代の接種率が段階的に上昇した
（表 2）。EHV 感染による発熱馬の発生状況と合わ
せて考えると、2009-2010 年の全世代接種率（栗
東 77.9%、美浦 79.3%）では十分でなかったが、
2010-2011 年 の 接 種 率（栗 東 85.3%、美 浦
87.8%）は流行抑制に必要な集団免疫率を満たし
ていたと考えらえた。すなわち、トレセンにおけ
る EHV-1 の流行抑制に必要な接種率は、79.3%
～ 85.3% の間にあると推測された。ただし、ト
レセン以外の施設、例えば生産牧場や育成牧場等
にあっては、馬群の年齢構成、施設の地理的位置、
調教や環境条件等によるストレス等、EHV-1 の
流行に影響を与える可能性のある要因がトレセン
とは異なるため、この接種率をあてはめられるか
どうかは定かでない。
　3 歳馬の EHV-1 ワクチン接種率は、全頭接種
開始後 1期目から極めて高い値となり、特に栗東
では最新の 2013-2014 年に至るまで 99% 以上
を維持している。美浦でも 5 シーズン中 4 シー
ズンで 97%～ 99% の高い接種率を示したが、
2011-2012 年には 88.6% と顕著に低かった（表
2）。接種率は 1 月 1 日時点での接種歴を基に計
算しており、このシーズンの接種率が低かったこ
とは、2011 年 12 月の一斉接種日の接種予定馬
頭数に対する接種実施率が低かったことを意味す
る。トレセンでは、当該週に競馬出走予定のある
場合も原則としてワクチン接種を行うこととして
いるが、調教師に接種延期の意向がある場合はそ
れを認めている。理由は定かでないが、この時の
一斉接種日には接種延期が通常より多かったこと

が確認された。
　EHV-1 感染による発熱馬頭数は、2010-2011
年～2013-2014年の4期連続で低値となったが、
EHV-1 の流行規模はシーズンによってある程度
変動が見られた。これは、EHV-1 感染馬であっ
ても臨床症状を示さないことがしばしばあるた
め、感染による発熱馬頭数が少ない場合でも、ウ
イルスはトレセン内で広く蔓延している場合があ
るためである。そこで、我々は発熱馬の発生状況
とウイルスの蔓延状況を詳細に検証した。
2010-2011 年の両トレセンおよび 2012-2013
年の栗東トレセンでは、EHV-1 感染による発熱
は散発的な発生にとどまり、特定の時期に集中す
ることはなかった。これらのシーズンには、冬期
間 継 続 し て 在 厩 し た 馬 の ペ ア 血 清 の
EHV-1-gG-ELISA の結果が示す通り、ウイルスの
蔓延は小規模にとどまっていた（図 3）。従って、
ワクチンの集団免疫効果によって個体間のウイル
ス伝播が効果的に抑えられていたと考えられる。
一方、2011-2012 年、2013-2014 年の両トレセ
ン、および 2012-2013 年の美浦トレセンでは、
規模は小さいながらも連続した発熱馬の発生が認
められ、小流行があったことが推測された。これ
らのシーズンの EHV-1 の感染率は、体制変更前
とほぼ同じ規模であった（図 3）。これは、ワク
チンによって誘導された免疫が、個体間のウイル
ス伝播を止めることはできなかったものの、感染
馬が発症するのを防ぐ、あるいは症状を軽減する
効果を示したことで、発熱馬頭数を減らしたと推
測できる。
　ワクチン接種馬の一部では、接種後に有意な抗
体価上昇が見られ、集団の中和抗体価 GM 値も上
昇した。中和抗体は感染馬の鼻汁へのウイルス排
出を抑えることから、集団内での流行規模の縮小
や流行期間の短縮に役立った可能性がある（20）。
ワクチンに対する反応率を見ると、プレ血清抗体
価と反応率の間に負の相関関係が見られ、典型的
な「law of initial values」ま た は「negative 
feedback」と呼ばれる現象が起きていたことがわ
かった（7）。過去の文献でも、EHV-1 および
EHV-4 の不活化ワクチンを繁殖牝馬に接種した
際に、ワクチンに対する反応が見られたのはプレ

血清の ELISA 抗体価が低い馬のみであったことが
報告されている（8）。さらに同文献によると、成
馬よりも子馬のほうがワクチンに対する反応率が
高く、これについてもプレ血清抗体価の違いが原
因であると推測される（8）。このように、プレ血
清の中和抗体価が高い個体は、ワクチンに対する
中和抗体応答が比較的弱いが、そうした個体への
ワクチン接種が無意味であるとは限らない。これ
は、中和抗体価は測定が容易であるためワクチン
に対する免疫応答の指標として用いられるが、実
際のところ、EHV-1 感染に対する防御において
役割を果たすと考えられている、液性免疫、細胞
性免疫、自然免疫、粘膜免疫等、様々な免疫反応
のうちの一部を見ているにすぎないからである
（21）。
　中和抗体価 GM 値は、1 回目のワクチン接種後
に上昇が見られたが、2 回目以後の接種では上昇
しなかったことから、複数回の接種が集団免疫効
果に役立ったかどうかは不明である。しかし、2
回目や 3回目の接種後に初めて抗体価上昇が見ら
れた個体も少数ながらあったことから、そうした
個体を防御する上では、複数回の接種は有効だっ
たと考えられる。一般的にはワクチンによる集団
免疫効果を評価するのに、防御に有効な抗体価を
持つ個体の割合、すなわち達成率が指標として用
いられ、インフルエンザ、麻疹、風疹など多くの
感染症で、発症を抑えるのに有効な抗体価が検討
されている。しかし、EHV-1 感染に関しては、
中和抗体価だけで防御効果を評価することは適当
ではないと考えられていることから（8, 21, 22）、
達成率に関する考察はできない。
　本研究の結果、EHV-1 不活化ワクチンの 3 歳
馬への全頭接種を導入したことによって集団免疫
効果が得られ、トレセンで長年問題となってきた
EHV-1 感染による冬期発熱馬頭数を抑えられた
ことが明らかになった。また、EHV-1 に対する
集団免疫効果を得るには、流行の主体である 3歳
馬だけではなく、4 歳以上を含めた在厩馬全体の
ワクチン接種率を高める必要があることが明らか
になった。今後も流行を抑制していくためには、
この接種体制を適切に実施することに加えて、発
熱馬の血清疫学調査等で流行状況を監視していく

ことが重要である。
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はじめに
　日本独特の定義上、蹄壁中層と葉状層の境界領
域に蹄負面に形成された空洞が蹄負面に達したも
のを蟻洞と呼ぶ［９］。読んで字のごとく蟻の巣
の比喩である。実際は、空洞は蟻の巣様に細い場
合もあるが、それにとどまらず拡大して蹄壁の広
い範囲に及ぶ例が多い。また、蹄負面の開口部が
白帯（線）に及ぶケースもよくあり、海外では白
線病 white line disease（訳注；白線裂を含む白帯
損傷の総称）の範疇に分類する者もいる [1, 14, 
16]。しかしながら、white line すなわち白帯（線）
は蹄壁と蹄底に介在する黄色透明調の特殊な角質
だけを指すことから、蹄壁と葉状層の境界域まで
拡大する蟻洞と white line disease は区別するべ
きという意見も根強い［2］。総じて、欧米には
蟻洞と同一の定義に当てはまる用語はなく、良く
似た病変として chronic hoof wall separation, 
traumatic hollow hoof, hoof rot, seedy toe, dew 
poisoning, wall break back and infectious wall 
deterioration, sever white line disease［2, 13, 20, 
21］があり、用語は混乱している。国際的認知
はないものの、我々には日本の定義で蟻洞；
Gidoh を理解するのが慣用であり、集計もこの定
義によって成された。さて、蟻洞が知覚組織まで
拡大した場合、跛行や二次感染が起こるため問題
となる。また、感染がなくても大きな空洞病変の

場合、装蹄に必要な釘打ちが困難になるため調教
上のトラブルに発展することから無視できない
［15］。JRA 競走馬総合研究所におけるルーチン
な病理解剖では、1）単純型、2）白線裂型（図
１ -a）［3, 11, 12, 14］、3）蹄葉炎型（図１ -b）
［10, 13］に区分される。3）の蹄葉炎型では、ラ
メラーウエッジ［5, 10］と呼ばれる再生性蹄皮（負
面では肥厚した白帯にみえる）と蹄壁中層との境
界領域が浸食を受けて空洞になっている点に特徴
がある。さらに、蹄葉炎という過去の病歴を情報
として持っていないと、生馬で蹄葉炎型と白線裂
型を区別するのは難しい場合がある。我々の施設
では、単純型蟻洞の経験は極めて少ない。

　JRA 保健衛生年報に記録された蟻洞の年度ごと
の発症頭数の推移を見ると、2001 年をピークに

2000年から 2003年の間に多発していた（図２）。
しかしながら、その集計データは装蹄師および獣
医師により何らかの処置が施された重症例のみを
計測したもので、普段は蹄鉄に隠れて発見しづら
く、知覚組織に達しなければ症状を見せない本病
変の全てを取り扱っているわけではない。つまり、
潜在化した比較的軽症の蟻洞発生数はさらに多い
のが実際である。そこで、我々は、最も発症が多
かった 2001 年のうち秋１ヵ月間を選んで、日本
中央競馬会が運営する２つのトレーニング・セン
ター（TC）で繋養されていた全競走馬を対象に、
症状を示さないものも含めて、蟻洞の発生頭数と
その背景となる疫学的要因を調査探求した。この
調査には、TC で働く JRA 専属装蹄師と個人開業
装蹄師の多大な貢献を必要とするため、装蹄師の
通常業務に影響を与えることから、2001 年以後
の一斉調査は全く行われていない。世界的に見て
も、蹄壁の空洞病変の発生状況を調査した報告は
見当たらず、前記の調査結果を報告することは、
本症の性格を明らかにする意味で重要である。
よって、今回、その時に収集したデータを回顧的
にまとめなおし、知見を整理したので報告する。

供試馬と検索方法
　調査期間は、2001 年 10 月１日から 31 日ま
での 1ヵ月間とし、東西２つの TC で繋養されて
いた全ての競走馬を対象に、装蹄時に蹄負面を観
察し、性別、年齢、蟻洞の有無（有病率）、発生肢蹄、
発生部位を集計した。JRA で繋養されている競走
馬１頭あたりの改装期間は 2 から 3 週間である
ため、1ヵ月という調査期間は在籍馬の全てを調
査対象とすることが可能な期間であった。発生部
位の特定は、既報に準じて［4, 11］、蹄負面にお
いて空洞が蹄のどの領域から始まっているかで区
分した。すなわち、蹄負面を、内蹄踵、内蹄側、
内蹄尖、蹄尖正中域（MDC; midline dead center
［17］）、外蹄尖、外蹄側、外蹄踵の７ヶ所に区分
して、病変の位置を判断した。１つの病変が複数
の蹄負面位にまたがっていた場合は、主たる発生
部位を病変の主座とみなして記録した。連続して
いない空洞は複数病変としてカウントした。本症
の診断に必要な病変の深さの探索については、ス
テンレス製の針金や蹄釘を探子として、判断が慣
れている装蹄師により実施された。蟻洞の有病率
について、TC、年齢、性との関係を、多変量ロ
ジスティック回帰分析にてオッズ比および 95％
信頼区間を算出し、危険率 (P value)0.05 未満を
有意差ありと判定した。統計ソフトは JMP 9.0.2
(SAS Institute Inc, Cary North Carolina) を用いた。

成績
　5386 頭を調査した結果、蟻洞と診断された馬
の実頭数は 148 頭（有病率 2.74％）であった。
TC 別に在厩実頭数と発症実頭数（有病率）を計
測すると、栗東TCでは2519頭中54頭（2.14％）、
美浦 TC では 2867 頭中 94 頭（3.28％）だった。
性別は、雄 3042 頭 中 82 頭（2.7％）が、雌
2059 頭中 60 頭（2.91％）が、去勢雄 285 頭中
6頭（2.11％）が病変をもっていた。年齢別では、
2 歳が 2085 頭中 35 頭（1.68%）、3 歳が 1816
頭中 44 頭（2.42%）、4 歳が 759 頭中 30 頭
（3.95%）、5 歳が 439 頭中 21 頭（4.78%）、6 歳
が 210 頭中 10 頭（4.76%）、7歳が 77 頭中 8頭
（10.39%）と、年齢が増すにつれて有病率は増加
していた（図 3）。発症蹄数に注目したところ、

148 頭の発症馬に対して発症蹄の数は 244 個で
あった。1 蹄のみ発症していた馬は 74 頭、2 蹄
発症していた馬は 58 頭、3 蹄発症していた馬は
10 頭、4 蹄発症していた馬は 6 頭であった。肢
蹄別の内訳は右前蹄 107 個、左前蹄 98 個、右後
蹄 20 個、左後蹄 19 個と前蹄が全発症肢の
84.02％と多かった。これら全ての蹄に存在した
病変数は計 317 個であり、それらの発生場所を
蹄負面の部位別に集計したところ、内蹄踵 27個、
内蹄側 20個、内蹄尖 22個、蹄尖正中域 189 個、
外蹄尖 20 個、外蹄側 16 個、外蹄踵 23 個、と、
蹄尖正中域が病変数全体の 59.62％と多かった。
多変量ロジスティック回帰分析の結果、TC の違
い（オッズ比 0.65、95% 信頼区間 0.46-0.91）
と 年 齢（オ ッ ズ 比 1.43、95% 信 頼 区 間 
1.27-1.61）とに有意な関連性があった。

考察
　本調査結果では、蟻洞の発生は前肢に多く、３
蹄以上の蹄に発生していた馬は少なかった。さら
に、病変は蹄尖正中域に偏っており、四肢の蹄負
面全体に均等に発生してはいなかった。馬では静
止時において前肢に体重がより多く負荷している
［18］。また、直線運動における蹄反回時には、
蹄尖壁に大きな弾性変形が生じやすい［19］。今
回の結果は、前肢蹄尖壁にかかる力学的負荷と大
きな弾性変形が本症の発生に関連している可能性
を示唆していた。また、本調査から、蟻洞発生に
性差は影響せず、加齢と馬の所属が影響している
ことがわかった。年齢の高い馬は、多くのレース
に参加してそれなりの成績を収めてきた馬である
ことから、必然的に強い調教を受けてきたはずで

ある。年齢の高い馬ほど、蹄壁へ大きな力学的ス
トレスを受けてきたことが蟻洞発生と関連してい
ると推察された。所属が発生数に影響した理由は
今回の調査では全く不明であった。両 TC では、
ほぼ同様の調教コースが整っており、日常の調教
時間も大きく違うことはない。また、蹄壁の護蹄
に用いられている蹄鉄形状に関しても、日本中央
競馬会に所属する競走馬では法律の基準内で調整
されたほぼ同様の形態の蹄鉄が用いられており、
目立った形状差はない。調教馬の騎乗者の多くも、
本会が運営する競馬学校で一定の教育を受けた卒
業生で占められており、東西間に調教技術にこと
さらに大きな隔たりがあるわけではない。しかし、
調査当時、多くの調教師から「美浦では過長蹄が
多いという印象をもっている」と聞いた。過長蹄
は蹄尖壁に本症を誘発する要因の一つと考えられ
ていることから［13］、一つの可能性として、過
長蹄となっている馬の多さが美浦での蟻洞発症の
多さの一因となったことも考えられる。いずれに
せよ、これらの推察には科学的検証が必要である。
　以上の解析から、我々は、競走馬の蟻洞発生の
主因は力学的負荷であり、ひとたび形成された角
質損傷部に二次的な増悪要因（誘因）が加わって
空洞が大きくなっていくと考えた。発症の誘因候
補は、１）解剖学的構造上の理由による蹄の堅牢
性の低下［13］、２）水や尿による病変部角質の
膨潤と軟化［4, 6, 7, 8, 13］、３）真菌や細菌な
どの感染微生物による角質崩壊［12, 13］、４）
不定期な装蹄によくある初期病変の放置 [1] など
が考えられる。4）と関連する初期病変は、軽度
な白帯（線）病 ;white line disease が考えられた。
既報［11］では、JRA 所属競走馬の軽度な白帯（線）
病は、今回の蟻洞調査結果と同様、前肢の蹄尖部
に多く発生する傾向があった。これより、観察さ
れた蟻洞の多くは白帯（線）病が基礎となって発
生したものが主流ではないかと推察された。今後
は、推定される誘因についてさらなる詳細な調査
が必要である。
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

競走馬総合研究所　関口　隆

第 7回　アルミニウム蹄鉄の普及
絶対優秀国産アルミニウム蹄鉄
　オーストラリアや欧米との交流が盛んになる
と、多くのアルミニウム蹄鉄が輸入されるように
なりました。しかし舶来のアルミニウム蹄鉄は高
価だったため、一般競走馬にはあまり普及しませ
んでした。当時の蹄鉄は装蹄師 ( 蹄鉄工 ) の手作
りがほとんどで、蹄鉄代は装蹄料金 (4 円～4 円
50 銭 ) に含まれていましたが、競走前に打替え
る競走蹄鉄 (勝負鉄 )は、1頭分 1円～1円 50銭 )
で販売していました。これに比べ英国製の舶来品
は、13円～14円でかなり高価な蹄鉄でした1-3)( 写
真 1)。

　そのため横浜で、競走馬や馬車馬の装蹄師をし
ていた和田新太郎氏は、外人騎手らとの交流を生
かし、より安価な国産アルミニウム蹄鉄の研究を
始めました。そして昭和5年「和田式アルミニュー
ム蹄鉄」を開発し、8 円で販売を始めました4)( 写
真 2,3)。
　また昭和 13 年には、陸軍獣医学校の推薦を受
けた東京の金井鉄工所が、軽くて耐久性のある軽
金属製の競走蹄鉄を 2 円 50 銭で販売するように
なりました ( 写真 4, 5)。

　このようにして、アルミニウムや軽金属を材料
にした国産の競走蹄鉄が誕生しましたが、競走中
に生じた蹄鉄の破損や変形のため、蹄や肢を傷つ
け重度の跛行を起こす馬もあったようで、安い国
産品より上質な舶来品に信用があったようです5)。

雨降りのダービーはアメリカ製歯鉄で
　昭和 11 年第 5 回ダービー馬トクマサ号の思い
出を、尾形藤吉調教師は次のように語っています。
「トクマサがダービーに勝った時は馬場が悪く、

滑るような馬場であった。ダービーの幾つか前の
レースで、雨降りに強いフソウが勝ったが、その
フソウが歯鉄をつけていたのをカンカン場で見
て、雨降りに強いフソウさえ歯鉄をつけている位
だし、それで勝ったのだから、と、急いで自宅に
ニュームの歯鉄をとりにやって、トクマサの鉄を
打ちかえたということである」6)( 写真 6)。

　写真 7は、大正から昭和初期に輸入されたアメ
リカ製のアルミニウム歯鉄です。また写真8,9は、
鉄製の総歯 ( そうし ) 蹄鉄と降雨用蹄鉄 ( 左上 )
の広告です。ともに蹄鉄の外縁が高くなっていて
踏着した際に蹄の前後、内外に防滑効果があり、
不良馬場で広く使用されていました ( 写真 9)。ト
クマサはアメリカ製歯鉄を使用していましたが、
勝利を呼んだ蹄鉄がどのタイプのものだったの
か、定かではありません7)。
　競馬倶楽部時代の競走蹄鉄は、重さや構造に規
制がなかったため、様々なタイプの蹄鉄が使用さ
れました。特に不良馬場や障害競走では、「雨降
り鉄」と呼ばれた競走歯鉄が広く使用されていま
した。装蹄師の呼び方を、厩舎関係者は親しみを
込めて「鉄屋さん」と呼びますが、手仕事による
蹄鉄作りが主流だった当時の装蹄師は、鍛冶職人
としての高い技術が求められました。
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国産アルミニウム蹄鉄（和田製）
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（写真 6）第 5回ダービー馬  トクマサ号
（JRA 提供）

（写真 9）競走蹄鉄の広告
降雨用として外縁の高くなった蹄鉄が販売されていた（左上）。
（護蹄第 11 巻第 10 号、昭和 5 年蹄学研究会発行より引用。
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（写真 7）アメリカ製蹄鉄
大正～昭和初期

（馬の博物館  所蔵）

（写真 8）総歯蹄鉄
昭和 7 年陸軍獣医学校  黒川
三二郎教官の指導により製
作。     （日本装削蹄協会  所蔵）
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最近の馬インフルエンザワクチンに関する動向

競走馬総合研究所栃木支所　分子生物研究室　山中隆史

　馬インフルエンザとは、馬インフルエンザウイ
ルス（EIV）の感染による急性呼吸器疾患の総称
である。現在、A/equine/Miami/1/1963 を起源
とする H3N8 亜型のウイルスが馬の間で流行し
ている。EIV は感染馬、あるいは感染馬に触れた
汚染物（たとえば馬具や人の被服等）によって他
の馬に伝播されることから、日本のような島国の
場合、江戸時代と同様、鎖国すれば本症に対する
防疫は必要がない。しかし、現実には、莫大な数
量の国際的な物流が日常的に行われており、また、
毎年約 3000 頭（2012 年には 2954 頭）もの活
馬が日本へ輸入されている。
　一方、世界に目を転じると、1980 年代には数
百だった国際馬術連盟主催の馬術大会が、2013
年には 3500 を超すまでに増加するほど、馬術が
世界的な人気スポーツへと急速に成長しつつある
(1)。このことへの対応として、国際獣疫事務局
（OIE）は、high health/performance horse　
(HHP 馬と省略される。一部の国際競走や大会に
出場するような競走馬や乗用馬のことをさす。) 
の国際間移動時の検疫を簡素化させる枠
組 み の 整備を推進している (OIE HP 参照 , 
http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specifi
c-information-and-recommendations/internationa
l-competition-horse-movement/)。日本も、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
今後、乗用馬の輸入頭数が増加する可能性は大い
に考えられる。また、その際には、HHP 馬用に
簡素化された輸入検疫方法の適用も求められるで
あろう。仮に、どれほど日本の馬の輸出入が増え
ようとも、被服や馬具などの汚染物による EIV の
国内への持ち込みの可能性が 0%、また、検疫に
より EIV 感染馬の侵入が 100％防がれるとする

ならば、鎖国の場合と同様に、本症に対する防疫
は必要がないことになる。しかし、あくまでも、
これらは可能性のない仮説であり、万が一、日本
国内に EIV が侵入しても、国内馬における被害を
最小限に食い止める対策を講じておくことが現実
的であると考える。この対策の柱が、国内馬への
ワクチン接種である。
　馬インフルエンザの症状は、EIV に感染した際
における馬体側の免疫状態により、重篤度が左右
される。その免疫の主たるものは、EIV の感染性
を中和する抗体であり、ワクチン接種の目的は、
その抗体を EIV に暴露される前に馬体に賦与させ
ておくことである。ワクチン接種は、個体レベル
での症状軽減に寄与するだけでなく、感染馬から
環境中への EIV の排泄量をも減少させる。した
がって、ワクチン接種には、個体管理および集団
管理の両面において利点が存在する。EIV の感染
性を中和する抗体のなかでも主要なものは、EIV
の表面に存在する赤血球凝集素（HA）という蛋
白質の機能を阻害する抗体である。EIV などのイ
ンフルエンザウイルスは、頻繁に自己の遺伝子を
変化させることにより、HA のアミノ酸配列が変
化し、その結果、HAの立体構造も次々に変化する。
このことにより、過去の感染やワクチン接種で得
られた抗体では、ウイルスの感染性を中和できな
い変異ウイルス株が流行の中心へと置き換わって
いく。このような現象を「抗原変異」と呼ぶ。し
たがって、流行株の抗原性状に関する情報は常に
最新にしなければ、効果が不明なままワクチン接
種を続けることになりかねない。
　この EIV 特有の問題に対して、OIE は 4か所（欧
州 3 か所および米国 1 か所）のリファレンスラ
ボラトリー、アルゼンチン、中国、フランスおよ

び日本の研究者が年に 1 回集まり、世界
各地における流行状況の分析や、流行株の
遺伝学的解析および抗原性状解析を行っ
て、ワクチンに含めることが推奨される株
を選定・公表している。2014 年においては、
フロリダ亜系統クレード 1 株（A/equine/South 
Africa/4/2003-like）とフロリダ亜系統クレード
2 株（A/equine/Richmond/1/2007-like）の 2 株
が推奨されている。しかし、現在のところ、日本
のワクチンには、フロリダ亜系統クレード 1 に
分類される A/equine/Ibaraki/1/2007 が含まれて
いるが、フロリダ亜系統クレード 2 株は含まれ
ていない（図 1）。フロリダ亜系統クレード 2 は、
2003 年に欧州（英国）で、初めてその流行
（A/equine/Newmarket/5/2003）が報告されて以
降、欧州やユーラシア大陸全域において、支配的
に流行している。フロリダ亜系統クレード 2 は、
元はアメリカ系統から分岐しアメリカ大陸で流行
していたフロリダ亜系統が、欧州やユーラシア大

陸で独自に進化したものである。一方、アメリカ
大陸において進化し続けているフロリダ亜系統
は、クレード 1と呼ばれるようになった。
　2010 年までのフロリダ亜系統クレード 2 分離
株に対しては、日本のワクチンに含まれるアルゼ
ンチン亜系統の A/equine/La Plata/1/1993（図
1）により誘導される抗体は、OIE がワクチンに
推奨する A/equine/Richmond/1/2007 を含むフ
ロリダ亜系統クレード 2 に、良好に交差中和反
応を示していることが分かっていた (2)。しかし、
2011 年になると、アイルランドおよび英国の約
90% 以上の分離株の HA に、共通したアミノ酸変
異が認められるようになった。H3亜型のHAには、
これまでに抗原性を決定する可能性のある重要な
部位が 5つ知られている（抗原決定部位と呼ばれ、
Site A-E に分けられる）。先に述べたアイルラン
ドや英国の多くの分離株が持つアミノ酸変異は、
Site A 上の 144 番目に位置するものであり、ア
ラニンがバリンに変化しているものであった。た

だし、抗原決定部位にアミノ酸変異が生じている
ことが、必ずしも抗原変異を起こしていることを
意味するわけではない。実際に抗原性が変異して
いるのかどうかは、生きたウイルスを入手して、
実際の中和反応性を調べる必要がある。そこで、
著者らは、アイルランドおよび英国の OIE のリ
ファレンスラボラトリーより、同変異を有するフ
ロリダ亜系統クレード 2 株の分与を受け、これ
らに対する A/equine/La Plata/1/1993 により誘
導される抗体の中和反応性を調べてみた。その結
果、A/equine/La Plata/1/1993 に対する感染馬
血 清 が 示 す 中 和 抗 体 価 は、A/equine/La 
Plata/1/1993に対しては512であったのに対し、
変異を有するフロリダ亜系統クレード 2 株 
( A / e q u i n e / C a r l o w / 2 0 1 1 ,  
A / e q u i n e / D e v o n / 1 / 2 0 1 1 お よ び
A/equine/Worcestershire/2/2012) に対しては、
その 8 分の 1 以下（51-64）に低下していること
が判明した（表 1）。さらに、1 か月間隔で現行
ワクチンの接種を 2 回受けた 1 歳馬の血清サン
プル（日高育成牧場提供 , n=9）について調べた
ところ、A/equine/La Plata/1/1993 に対する幾
何平均中和抗体価は 25.4 であったのに対して、
3 つの変異株に対する幾何平均中和抗体価は
6.3-8.0 に 有 意 に 低 下 し て い た（p<0.05, 
Kruskal‒Wallis one-way ANOVA on ranks and 
Student‒Newman‒Keuls tests）。以上のことから、

現行のワクチン株の組成では、アイルランドおよ
び英国において流行しているフロリダ亜系統ク
レード 2 変異株への防御効果が減少している可
能性が示唆された 。以上に示した結果は、参考
文献の (3) において公表されている。
　現在、農林水産省　動物用医薬品検査所および
ワクチンメーカーにおいて、フロリダ亜系統ク
レード 2 株のワクチン製造用株への追加の為の
作業が鋭意進められている。
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図 1　HA遺伝子の系統樹解析
分岐部にブートストラップ値を示す（n=1000）。赤字はOIEがワクチンに推奨している株を示し、緑字は現在の日本のワクチン株を示す。
赤線で囲った株には、共通してHA蛋白質の 144 番目のアミノ酸に変異が生じている（アラニン→バリン）。
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http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specifi
c-information-and-recommendations/internationa
l-competition-horse-movement/)。日本も、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
今後、乗用馬の輸入頭数が増加する可能性は大い
に考えられる。また、その際には、HHP 馬用に
簡素化された輸入検疫方法の適用も求められるで
あろう。仮に、どれほど日本の馬の輸出入が増え
ようとも、被服や馬具などの汚染物による EIV の
国内への持ち込みの可能性が 0%、また、検疫に
より EIV 感染馬の侵入が 100％防がれるとする

ならば、鎖国の場合と同様に、本症に対する防疫
は必要がないことになる。しかし、あくまでも、
これらは可能性のない仮説であり、万が一、日本
国内に EIV が侵入しても、国内馬における被害を
最小限に食い止める対策を講じておくことが現実
的であると考える。この対策の柱が、国内馬への
ワクチン接種である。
　馬インフルエンザの症状は、EIV に感染した際
における馬体側の免疫状態により、重篤度が左右
される。その免疫の主たるものは、EIV の感染性
を中和する抗体であり、ワクチン接種の目的は、
その抗体を EIV に暴露される前に馬体に賦与させ
ておくことである。ワクチン接種は、個体レベル
での症状軽減に寄与するだけでなく、感染馬から
環境中への EIV の排泄量をも減少させる。した
がって、ワクチン接種には、個体管理および集団
管理の両面において利点が存在する。EIV の感染
性を中和する抗体のなかでも主要なものは、EIV
の表面に存在する赤血球凝集素（HA）という蛋
白質の機能を阻害する抗体である。EIV などのイ
ンフルエンザウイルスは、頻繁に自己の遺伝子を
変化させることにより、HA のアミノ酸配列が変
化し、その結果、HAの立体構造も次々に変化する。
このことにより、過去の感染やワクチン接種で得
られた抗体では、ウイルスの感染性を中和できな
い変異ウイルス株が流行の中心へと置き換わって
いく。このような現象を「抗原変異」と呼ぶ。し
たがって、流行株の抗原性状に関する情報は常に
最新にしなければ、効果が不明なままワクチン接
種を続けることになりかねない。
　この EIV 特有の問題に対して、OIE は 4か所（欧
州 3 か所および米国 1 か所）のリファレンスラ
ボラトリー、アルゼンチン、中国、フランスおよ

び日本の研究者が年に 1 回集まり、世界
各地における流行状況の分析や、流行株の
遺伝学的解析および抗原性状解析を行っ
て、ワクチンに含めることが推奨される株
を選定・公表している。2014 年においては、
フロリダ亜系統クレード 1 株（A/equine/South 
Africa/4/2003-like）とフロリダ亜系統クレード
2 株（A/equine/Richmond/1/2007-like）の 2 株
が推奨されている。しかし、現在のところ、日本
のワクチンには、フロリダ亜系統クレード 1 に
分類される A/equine/Ibaraki/1/2007 が含まれて
いるが、フロリダ亜系統クレード 2 株は含まれ
ていない（図 1）。フロリダ亜系統クレード 2 は、
2003 年に欧州（英国）で、初めてその流行
（A/equine/Newmarket/5/2003）が報告されて以
降、欧州やユーラシア大陸全域において、支配的
に流行している。フロリダ亜系統クレード 2 は、
元はアメリカ系統から分岐しアメリカ大陸で流行
していたフロリダ亜系統が、欧州やユーラシア大

陸で独自に進化したものである。一方、アメリカ
大陸において進化し続けているフロリダ亜系統
は、クレード 1と呼ばれるようになった。
　2010 年までのフロリダ亜系統クレード 2 分離
株に対しては、日本のワクチンに含まれるアルゼ
ンチン亜系統の A/equine/La Plata/1/1993（図
1）により誘導される抗体は、OIE がワクチンに
推奨する A/equine/Richmond/1/2007 を含むフ
ロリダ亜系統クレード 2 に、良好に交差中和反
応を示していることが分かっていた (2)。しかし、
2011 年になると、アイルランドおよび英国の約
90% 以上の分離株の HA に、共通したアミノ酸変
異が認められるようになった。H3亜型のHAには、
これまでに抗原性を決定する可能性のある重要な
部位が 5つ知られている（抗原決定部位と呼ばれ、
Site A-E に分けられる）。先に述べたアイルラン
ドや英国の多くの分離株が持つアミノ酸変異は、
Site A 上の 144 番目に位置するものであり、ア
ラニンがバリンに変化しているものであった。た

だし、抗原決定部位にアミノ酸変異が生じている
ことが、必ずしも抗原変異を起こしていることを
意味するわけではない。実際に抗原性が変異して
いるのかどうかは、生きたウイルスを入手して、
実際の中和反応性を調べる必要がある。そこで、
著者らは、アイルランドおよび英国の OIE のリ
ファレンスラボラトリーより、同変異を有するフ
ロリダ亜系統クレード 2 株の分与を受け、これ
らに対する A/equine/La Plata/1/1993 により誘
導される抗体の中和反応性を調べてみた。その結
果、A/equine/La Plata/1/1993 に対する感染馬
血 清 が 示 す 中 和 抗 体 価 は、A/equine/La 
Plata/1/1993に対しては512であったのに対し、
変異を有するフロリダ亜系統クレード 2 株 
( A / e q u i n e / C a r l o w / 2 0 1 1 ,  
A / e q u i n e / D e v o n / 1 / 2 0 1 1 お よ び
A/equine/Worcestershire/2/2012) に対しては、
その 8 分の 1 以下（51-64）に低下していること
が判明した（表 1）。さらに、1 か月間隔で現行
ワクチンの接種を 2 回受けた 1 歳馬の血清サン
プル（日高育成牧場提供 , n=9）について調べた
ところ、A/equine/La Plata/1/1993 に対する幾
何平均中和抗体価は 25.4 であったのに対して、
3 つの変異株に対する幾何平均中和抗体価は
6.3-8.0 に 有 意 に 低 下 し て い た（p<0.05, 
Kruskal‒Wallis one-way ANOVA on ranks and 
Student‒Newman‒Keuls tests）。以上のことから、

現行のワクチン株の組成では、アイルランドおよ
び英国において流行しているフロリダ亜系統ク
レード 2 変異株への防御効果が減少している可
能性が示唆された 。以上に示した結果は、参考
文献の (3) において公表されている。
　現在、農林水産省　動物用医薬品検査所および
ワクチンメーカーにおいて、フロリダ亜系統ク
レード 2 株のワクチン製造用株への追加の為の
作業が鋭意進められている。
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３．Yamanaka T, Cullinane A, Gildea S, Bannai H, 
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表 1　感染馬血清を用いた交差中和抗体価
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　 サラブレッド種競走馬の外科手術は、そのほ
とんどが全身吸入麻酔下で行われている。中でも
セボフルランを用いた吸入麻酔法は、他の麻酔法
と比較して、麻酔深度の調節性に優れ、麻酔から
の覚醒の質も良いことから、幅広く臨床応用され
ている。一方、セボフルラン吸入麻酔のデメリッ
トとして、用量依存性の循環抑制があげられる。
ウマでしばしば問題となるX大腸炎、ミオパチー、
蹄葉炎などの術後合併症の発生機序は、未だ十分
に解明されていないが、麻酔中の循環機能の低下

は、これら術後合併症の発生リスクを高めること
になる。特に日頃から精神的にも、肉体的にもス
トレスにさらされている競走馬では、他の動物種
に比較して術後合併症の発生率が格段に高いこと
から、麻酔中の循環機能の維持は、麻酔管理上の
重要な課題となっている。本研究では、セボフル
ラン吸入麻酔下のサラブレッド種競走馬におい
て、麻酔中の循環改善を中心とした、より安全性
の高い麻酔管理法について検討した。

第 1章：膠質輸液剤による循環改善効果
　吸入麻酔薬によって引き起こされた循環機能の
低下を改善する方法としては、輸液剤の投与が有
効とされている。そこで本章では、晶質輸液剤よ
りも少ない輸液量で体液量の増大を維持すること
が可能とされている膠質輸液剤が、セボフルラン
吸入麻酔下のウマの血行動態に及ぼす影響を評価
した。実験では、セボフルラン吸入麻酔下の 6
頭のサラブレッド種に 6% ハイドロキシエチルス
ターチ液（HES）を投与した。麻酔中は終末呼気

　馬の全身麻酔には様々なリスクが伴い、術後合併症の発生率は他の動物種に比較して格段に高いと
言われています。美浦トレーニング・センター競走馬診療所の太田稔職員は、長年にわたり両トレー
ニング・センター競走馬診療所において、通常の診療業務の傍ら、全身麻酔のリスクを最小限に留め
るための麻酔管理法に関する研究に取り組んできました。これらの成果を学位論文としてまとめ、大
阪府立大学生命環境科学研究科に提出し、審査を受けたところ合格し、平成 26 年 9 月 30 日に学位
を授与されました。ここに、太田職員のたゆまない努力に敬意を表するとともに、その研究内容を紹
介します。

セボフルラン濃度（ETSEVO）を 2.8% に維持し、
6%HES（5 ml/kg）を毎回 15 分かけて 15 分間
隔で 3 回繰り返し静脈内投与した。また、HES
に加え、乳酸リンゲル液（10 ml/kg/hr）も持続
投与した。実験中は、心拍数（HR）および平均
動脈圧（MAP）に有意な変化は認められなかった。
平均右心房圧、1 回拍出量（SV）および心拍出量
（CO）は用量依存性に有意に増加した。一方、末
梢血管抵抗（SVR）は有意に減少した。実験中は、
血中電解質濃度（Na＋・K＋・Cl－）に有意な変化は
認められなかったが、ヘマトクリット値、ヘモグ
ロビン濃度、総蛋白およびアルブミン濃度は用量
依存性に減少した。以上のことから、HES 投与は、
SVR を減少させるため、MAP に有意な変化は認
めないが、CO を用量依存性に増加させることか
ら、セボフルラン吸入麻酔下における循環改善に
有効であることが明らかとなった。

第 2 章：ドブタミンおよびフェニレフリンによ
る循環改善効果
　輸液剤の投与の他に、吸入麻酔薬によって引き
起こされた循環機能の低下を改善する方法として
は、心血管作動薬の投与も有効とされている。本
章では、心血管作動薬（ドブタミンおよびフェニ
レフリン）が、セボフルラン吸入麻酔下のウマの
心血管系に及ぼす影響を評価した。実験では、セ
ボフルラン吸入麻酔下の 6 頭のサラブレッド種
に 3 段階の用量のドブタミンおよびフェニレフ
リンを投与した。麻酔中は ETSEVO を 2.8% に維持
し、3 段階の用量（0.5, 1.0, 2.0 μg/kg/min）の
ドブタミンを各 15 分間連続投与した。30 分間
の投薬休止期間の後、続いて 3 段階の用量
（0.25, 0.5, 1.0 μg/kg/min）のフェニレフリンを
各 15 分間連続投与した。両薬物の投与中に HR
の有意な変化は認められなかった。両薬物ともに
MAP を同程度にまで上昇させた。ドブタミンは、
SV を増加させることによって、MAP と CO を増
加させた。一方、フェニレフリンは、SVR を上昇
させることによって、MAP を上昇させたものの
CO を減少させた。血漿中フェニレフリン濃度は、
投与用量の増加に伴って上昇し、投与開始 15、
30 および 45 分後の値は、それぞれ 6.2±1.2 

ng/ml、17.0±4.8 ng/ml お よ び 37.9±7.3 
ng/ml であった。血漿中フェニレフリン濃度と
MAP および SVR との間には正の相関が、CO と
の間には負の相関が認められた。以上のことから、
両薬物ともにセボフルランによって引き起こされ
た低血圧を改善するが、フェニレフリンよりもド
ブタミンのほうが、より効果的であることが明ら
かとなった。

第 3 章：フェンタニル constant rate infusion
（CRI）の臨床有用性
　近年、吸入麻酔薬による呼吸循環抑制を軽減す
るため、吸入麻酔薬と鎮静薬や鎮痛薬を組み合わ
せることにより吸入麻酔薬の必要量を減少させる
「バランス麻酔法」が、ウマにおいても幅広く応
用されている。オピオイド性鎮痛薬であるフェン
タニルは、強力な鎮痛効果を発現し、ヒトや小動
物領域で幅広く応用されているが、ウマにおける
効果は未だ十分に検討されていない。そこで本章
では、フェンタニルのウマにおける鎮痛効果を評
価すると同時に、セボフルラン吸入麻酔とフェン
タニルの CRI を併用したバランス麻酔法の臨床有
用性を検討した。実験では、セボフルラン単独に
より麻酔維持した群（S 群；n=9）とセボフルラ
ン－フェンタニル CRI により麻酔維持した群（SF
群；n=9）との間で、内固定術に必要な ETSEVO お
よび循環機能の指標を比較した。SF 群では、麻
酔中に負荷量のフェンタニル（5.0 μg/kg）を
15 分かけて投与し、続いて維持量（0.1μg/kg/min）
を持続投与した。術中の平均 ETSEVO は、SF 群
（2.6±0.2 %）が S 群（3.0±0.3 %）に比較して
有意に低値を示した。また、SF 群の 9 頭中 7 頭
で血漿中フェンタニル濃度を測定した結果、術中
の濃度（6.12±0.88 ～ 7.78±1.12 ng/ml）は安
定しており、有意な変動は認められなかった。両
群の MAP に有意差は認められなかったが、循環
改善に用いたドブタミンの平均投与速度は、SF
群（0 . 5 6±0 . 3 0  μ g / k g / m i n）が S 群
（0.90±0.16 μg/kg/min）に比較して有意に低
値を示した。以上のことから、フェンタニル CRI
は、サラブレッド種競走馬の内固定術において、
セボフルランの必要量を約 13% 減少させ、麻酔

中の循環抑制を軽減することが明らかとなった。

第 4章：メデトミジン CRI の臨床有用性
　本章では、α2 アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンの CRI の臨床有用性を検討した。
実験では、セボフルラン単独により麻酔維持した
群（S 群；n=25）とセボフルラン－メデトミジン
CRI（0.05 μg/kg/min）により麻酔維持した群
（SM 群；n=25）との間で、関節鏡手術に必要な
ETSEVO および循環機能の指標を比較した。また、
S 群では麻酔終了時にメデトミジン（1.0 μg/kg）
を静脈内ボーラス投与し、SM 群では麻酔終了時
に追加の薬物は投与せず、両群の覚醒状態を比較
した。術中の平均 ETSEVO は、SM 群（2.5±0.1 
%）が S 群（2.8±0.1 %）に比較して有意に低値
を 示 し た。術 中 の MAP は、SM 群（71±7 
mmHg）が S 群（67±5 mmHg）に比較して有意

に高値を示した。一方、平均ドブタミン投与速度
は、SM 群（0.55±0.34 μg/kg/min）が S 群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低
値を示した。各覚醒所見の出現時間および起立ま
での時間に有意差は認められなかったが、S 群よ
り SM 群の方が、起立を試みた回数が有意に少な
く、起立スコアも有意に優れていた。以上のこと
から、メデトミジン CRI は、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルランの必要量
を約 10% 減少させ、麻酔中の循環抑制を軽減す
ると同時に、覚醒の質を向上させることが明らか
となった。

　以上の結果から、いずれの方法も、サラブレッ
ド種競走馬において、セボフルラン吸入麻酔の安
全性向上につながる有効な麻酔管理法であると考
えられた。
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蹄葉炎などの術後合併症の発生機序は、未だ十分
に解明されていないが、麻酔中の循環機能の低下

は、これら術後合併症の発生リスクを高めること
になる。特に日頃から精神的にも、肉体的にもス
トレスにさらされている競走馬では、他の動物種
に比較して術後合併症の発生率が格段に高いこと
から、麻酔中の循環機能の維持は、麻酔管理上の
重要な課題となっている。本研究では、セボフル
ラン吸入麻酔下のサラブレッド種競走馬におい
て、麻酔中の循環改善を中心とした、より安全性
の高い麻酔管理法について検討した。

第 1章：膠質輸液剤による循環改善効果
　吸入麻酔薬によって引き起こされた循環機能の
低下を改善する方法としては、輸液剤の投与が有
効とされている。そこで本章では、晶質輸液剤よ
りも少ない輸液量で体液量の増大を維持すること
が可能とされている膠質輸液剤が、セボフルラン
吸入麻酔下のウマの血行動態に及ぼす影響を評価
した。実験では、セボフルラン吸入麻酔下の 6
頭のサラブレッド種に 6% ハイドロキシエチルス
ターチ液（HES）を投与した。麻酔中は終末呼気

セボフルラン濃度（ETSEVO）を 2.8% に維持し、
6%HES（5 ml/kg）を毎回 15 分かけて 15 分間
隔で 3 回繰り返し静脈内投与した。また、HES
に加え、乳酸リンゲル液（10 ml/kg/hr）も持続
投与した。実験中は、心拍数（HR）および平均
動脈圧（MAP）に有意な変化は認められなかった。
平均右心房圧、1 回拍出量（SV）および心拍出量
（CO）は用量依存性に有意に増加した。一方、末
梢血管抵抗（SVR）は有意に減少した。実験中は、
血中電解質濃度（Na＋・K＋・Cl－）に有意な変化は
認められなかったが、ヘマトクリット値、ヘモグ
ロビン濃度、総蛋白およびアルブミン濃度は用量
依存性に減少した。以上のことから、HES 投与は、
SVR を減少させるため、MAP に有意な変化は認
めないが、CO を用量依存性に増加させることか
ら、セボフルラン吸入麻酔下における循環改善に
有効であることが明らかとなった。

第 2 章：ドブタミンおよびフェニレフリンによ
る循環改善効果
　輸液剤の投与の他に、吸入麻酔薬によって引き
起こされた循環機能の低下を改善する方法として
は、心血管作動薬の投与も有効とされている。本
章では、心血管作動薬（ドブタミンおよびフェニ
レフリン）が、セボフルラン吸入麻酔下のウマの
心血管系に及ぼす影響を評価した。実験では、セ
ボフルラン吸入麻酔下の 6 頭のサラブレッド種
に 3 段階の用量のドブタミンおよびフェニレフ
リンを投与した。麻酔中は ETSEVO を 2.8% に維持
し、3 段階の用量（0.5, 1.0, 2.0 μg/kg/min）の
ドブタミンを各 15 分間連続投与した。30 分間
の投薬休止期間の後、続いて 3 段階の用量
（0.25, 0.5, 1.0 μg/kg/min）のフェニレフリンを
各 15 分間連続投与した。両薬物の投与中に HR
の有意な変化は認められなかった。両薬物ともに
MAP を同程度にまで上昇させた。ドブタミンは、
SV を増加させることによって、MAP と CO を増
加させた。一方、フェニレフリンは、SVR を上昇
させることによって、MAP を上昇させたものの
CO を減少させた。血漿中フェニレフリン濃度は、
投与用量の増加に伴って上昇し、投与開始 15、
30 および 45 分後の値は、それぞれ 6.2±1.2 

ng/ml、17.0±4.8 ng/ml お よ び 37.9±7.3 
ng/ml であった。血漿中フェニレフリン濃度と
MAP および SVR との間には正の相関が、CO と
の間には負の相関が認められた。以上のことから、
両薬物ともにセボフルランによって引き起こされ
た低血圧を改善するが、フェニレフリンよりもド
ブタミンのほうが、より効果的であることが明ら
かとなった。

第 3 章：フェンタニル constant rate infusion
（CRI）の臨床有用性
　近年、吸入麻酔薬による呼吸循環抑制を軽減す
るため、吸入麻酔薬と鎮静薬や鎮痛薬を組み合わ
せることにより吸入麻酔薬の必要量を減少させる
「バランス麻酔法」が、ウマにおいても幅広く応
用されている。オピオイド性鎮痛薬であるフェン
タニルは、強力な鎮痛効果を発現し、ヒトや小動
物領域で幅広く応用されているが、ウマにおける
効果は未だ十分に検討されていない。そこで本章
では、フェンタニルのウマにおける鎮痛効果を評
価すると同時に、セボフルラン吸入麻酔とフェン
タニルの CRI を併用したバランス麻酔法の臨床有
用性を検討した。実験では、セボフルラン単独に
より麻酔維持した群（S 群；n=9）とセボフルラ
ン－フェンタニル CRI により麻酔維持した群（SF
群；n=9）との間で、内固定術に必要な ETSEVO お
よび循環機能の指標を比較した。SF 群では、麻
酔中に負荷量のフェンタニル（5.0 μg/kg）を
15 分かけて投与し、続いて維持量（0.1μg/kg/min）
を持続投与した。術中の平均 ETSEVO は、SF 群
（2.6±0.2 %）が S 群（3.0±0.3 %）に比較して
有意に低値を示した。また、SF 群の 9 頭中 7 頭
で血漿中フェンタニル濃度を測定した結果、術中
の濃度（6.12±0.88 ～ 7.78±1.12 ng/ml）は安
定しており、有意な変動は認められなかった。両
群の MAP に有意差は認められなかったが、循環
改善に用いたドブタミンの平均投与速度は、SF
群（0 . 5 6±0 . 3 0  μ g / k g / m i n）が S 群
（0.90±0.16 μg/kg/min）に比較して有意に低
値を示した。以上のことから、フェンタニル CRI
は、サラブレッド種競走馬の内固定術において、
セボフルランの必要量を約 13% 減少させ、麻酔

中の循環抑制を軽減することが明らかとなった。

第 4章：メデトミジン CRI の臨床有用性
　本章では、α2 アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンの CRI の臨床有用性を検討した。
実験では、セボフルラン単独により麻酔維持した
群（S 群；n=25）とセボフルラン－メデトミジン
CRI（0.05 μg/kg/min）により麻酔維持した群
（SM 群；n=25）との間で、関節鏡手術に必要な
ETSEVO および循環機能の指標を比較した。また、
S 群では麻酔終了時にメデトミジン（1.0 μg/kg）
を静脈内ボーラス投与し、SM 群では麻酔終了時
に追加の薬物は投与せず、両群の覚醒状態を比較
した。術中の平均 ETSEVO は、SM 群（2.5±0.1 
%）が S 群（2.8±0.1 %）に比較して有意に低値
を 示 し た。術 中 の MAP は、SM 群（71±7 
mmHg）が S 群（67±5 mmHg）に比較して有意

に高値を示した。一方、平均ドブタミン投与速度
は、SM 群（0.55±0.34 μg/kg/min）が S 群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低
値を示した。各覚醒所見の出現時間および起立ま
での時間に有意差は認められなかったが、S 群よ
り SM 群の方が、起立を試みた回数が有意に少な
く、起立スコアも有意に優れていた。以上のこと
から、メデトミジン CRI は、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルランの必要量
を約 10% 減少させ、麻酔中の循環抑制を軽減す
ると同時に、覚醒の質を向上させることが明らか
となった。

　以上の結果から、いずれの方法も、サラブレッ
ド種競走馬において、セボフルラン吸入麻酔の安
全性向上につながる有効な麻酔管理法であると考
えられた。
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　 サラブレッド種競走馬の外科手術は、そのほ
とんどが全身吸入麻酔下で行われている。中でも
セボフルランを用いた吸入麻酔法は、他の麻酔法
と比較して、麻酔深度の調節性に優れ、麻酔から
の覚醒の質も良いことから、幅広く臨床応用され
ている。一方、セボフルラン吸入麻酔のデメリッ
トとして、用量依存性の循環抑制があげられる。
ウマでしばしば問題となるX大腸炎、ミオパチー、
蹄葉炎などの術後合併症の発生機序は、未だ十分
に解明されていないが、麻酔中の循環機能の低下

は、これら術後合併症の発生リスクを高めること
になる。特に日頃から精神的にも、肉体的にもス
トレスにさらされている競走馬では、他の動物種
に比較して術後合併症の発生率が格段に高いこと
から、麻酔中の循環機能の維持は、麻酔管理上の
重要な課題となっている。本研究では、セボフル
ラン吸入麻酔下のサラブレッド種競走馬におい
て、麻酔中の循環改善を中心とした、より安全性
の高い麻酔管理法について検討した。

第 1章：膠質輸液剤による循環改善効果
　吸入麻酔薬によって引き起こされた循環機能の
低下を改善する方法としては、輸液剤の投与が有
効とされている。そこで本章では、晶質輸液剤よ
りも少ない輸液量で体液量の増大を維持すること
が可能とされている膠質輸液剤が、セボフルラン
吸入麻酔下のウマの血行動態に及ぼす影響を評価
した。実験では、セボフルラン吸入麻酔下の 6
頭のサラブレッド種に 6% ハイドロキシエチルス
ターチ液（HES）を投与した。麻酔中は終末呼気

セボフルラン濃度（ETSEVO）を 2.8% に維持し、
6%HES（5 ml/kg）を毎回 15 分かけて 15 分間
隔で 3 回繰り返し静脈内投与した。また、HES
に加え、乳酸リンゲル液（10 ml/kg/hr）も持続
投与した。実験中は、心拍数（HR）および平均
動脈圧（MAP）に有意な変化は認められなかった。
平均右心房圧、1 回拍出量（SV）および心拍出量
（CO）は用量依存性に有意に増加した。一方、末
梢血管抵抗（SVR）は有意に減少した。実験中は、
血中電解質濃度（Na＋・K＋・Cl－）に有意な変化は
認められなかったが、ヘマトクリット値、ヘモグ
ロビン濃度、総蛋白およびアルブミン濃度は用量
依存性に減少した。以上のことから、HES 投与は、
SVR を減少させるため、MAP に有意な変化は認
めないが、CO を用量依存性に増加させることか
ら、セボフルラン吸入麻酔下における循環改善に
有効であることが明らかとなった。

第 2 章：ドブタミンおよびフェニレフリンによ
る循環改善効果
　輸液剤の投与の他に、吸入麻酔薬によって引き
起こされた循環機能の低下を改善する方法として
は、心血管作動薬の投与も有効とされている。本
章では、心血管作動薬（ドブタミンおよびフェニ
レフリン）が、セボフルラン吸入麻酔下のウマの
心血管系に及ぼす影響を評価した。実験では、セ
ボフルラン吸入麻酔下の 6 頭のサラブレッド種
に 3 段階の用量のドブタミンおよびフェニレフ
リンを投与した。麻酔中は ETSEVO を 2.8% に維持
し、3 段階の用量（0.5, 1.0, 2.0 μg/kg/min）の
ドブタミンを各 15 分間連続投与した。30 分間
の投薬休止期間の後、続いて 3 段階の用量
（0.25, 0.5, 1.0 μg/kg/min）のフェニレフリンを
各 15 分間連続投与した。両薬物の投与中に HR
の有意な変化は認められなかった。両薬物ともに
MAP を同程度にまで上昇させた。ドブタミンは、
SV を増加させることによって、MAP と CO を増
加させた。一方、フェニレフリンは、SVR を上昇
させることによって、MAP を上昇させたものの
CO を減少させた。血漿中フェニレフリン濃度は、
投与用量の増加に伴って上昇し、投与開始 15、
30 および 45 分後の値は、それぞれ 6.2±1.2 

ng/ml、17.0±4.8 ng/ml お よ び 37.9±7.3 
ng/ml であった。血漿中フェニレフリン濃度と
MAP および SVR との間には正の相関が、CO と
の間には負の相関が認められた。以上のことから、
両薬物ともにセボフルランによって引き起こされ
た低血圧を改善するが、フェニレフリンよりもド
ブタミンのほうが、より効果的であることが明ら
かとなった。

第 3 章：フェンタニル constant rate infusion
（CRI）の臨床有用性
　近年、吸入麻酔薬による呼吸循環抑制を軽減す
るため、吸入麻酔薬と鎮静薬や鎮痛薬を組み合わ
せることにより吸入麻酔薬の必要量を減少させる
「バランス麻酔法」が、ウマにおいても幅広く応
用されている。オピオイド性鎮痛薬であるフェン
タニルは、強力な鎮痛効果を発現し、ヒトや小動
物領域で幅広く応用されているが、ウマにおける
効果は未だ十分に検討されていない。そこで本章
では、フェンタニルのウマにおける鎮痛効果を評
価すると同時に、セボフルラン吸入麻酔とフェン
タニルの CRI を併用したバランス麻酔法の臨床有
用性を検討した。実験では、セボフルラン単独に
より麻酔維持した群（S 群；n=9）とセボフルラ
ン－フェンタニル CRI により麻酔維持した群（SF
群；n=9）との間で、内固定術に必要な ETSEVO お
よび循環機能の指標を比較した。SF 群では、麻
酔中に負荷量のフェンタニル（5.0 μg/kg）を
15 分かけて投与し、続いて維持量（0.1μg/kg/min）
を持続投与した。術中の平均 ETSEVO は、SF 群
（2.6±0.2 %）が S 群（3.0±0.3 %）に比較して
有意に低値を示した。また、SF 群の 9 頭中 7 頭
で血漿中フェンタニル濃度を測定した結果、術中
の濃度（6.12±0.88 ～ 7.78±1.12 ng/ml）は安
定しており、有意な変動は認められなかった。両
群の MAP に有意差は認められなかったが、循環
改善に用いたドブタミンの平均投与速度は、SF
群（0 . 5 6±0 . 3 0  μ g / k g / m i n）が S 群
（0.90±0.16 μg/kg/min）に比較して有意に低
値を示した。以上のことから、フェンタニル CRI
は、サラブレッド種競走馬の内固定術において、
セボフルランの必要量を約 13% 減少させ、麻酔

中の循環抑制を軽減することが明らかとなった。

第 4章：メデトミジン CRI の臨床有用性
　本章では、α2 アドレナリン受容体作動薬であ
るメデトミジンの CRI の臨床有用性を検討した。
実験では、セボフルラン単独により麻酔維持した
群（S 群；n=25）とセボフルラン－メデトミジン
CRI（0.05 μg/kg/min）により麻酔維持した群
（SM 群；n=25）との間で、関節鏡手術に必要な
ETSEVO および循環機能の指標を比較した。また、
S 群では麻酔終了時にメデトミジン（1.0 μg/kg）
を静脈内ボーラス投与し、SM 群では麻酔終了時
に追加の薬物は投与せず、両群の覚醒状態を比較
した。術中の平均 ETSEVO は、SM 群（2.5±0.1 
%）が S 群（2.8±0.1 %）に比較して有意に低値
を 示 し た。術 中 の MAP は、SM 群（71±7 
mmHg）が S 群（67±5 mmHg）に比較して有意

に高値を示した。一方、平均ドブタミン投与速度
は、SM 群（0.55±0.34 μg/kg/min）が S 群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低
値を示した。各覚醒所見の出現時間および起立ま
での時間に有意差は認められなかったが、S 群よ
り SM 群の方が、起立を試みた回数が有意に少な
く、起立スコアも有意に優れていた。以上のこと
から、メデトミジン CRI は、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルランの必要量
を約 10% 減少させ、麻酔中の循環抑制を軽減す
ると同時に、覚醒の質を向上させることが明らか
となった。

　以上の結果から、いずれの方法も、サラブレッ
ド種競走馬において、セボフルラン吸入麻酔の安
全性向上につながる有効な麻酔管理法であると考
えられた。
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ACSM Conference on Integrative Physiology
of Exercise (IPE) に参加して

常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

　American College of Sports Medicine (ACSM) は、1954 年に創立された学術団体で、会員数は
20,000 人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学および運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を増進させることをスローガンにしている。ACSM の年次総会は、世界中か
ら 5,000 名を超えるスポーツ医学および運動科学の専門家が集まり、2,000 件以上の研究や臨床ケー
ススタディが発表されている。ACSM Conference on IPE は ACSM の分科会的位置付けの学会であり、
2010 年から 4 年に一度開催されており、今回は 2014 年 9 月 17 日～20 日にアメリカ合衆国フロリ
ダ州マイアミビーチの Eden Roc Miami Beach Hotel で開催された。幅広い専門分野を持つ運動生理学
の中でも特に 1）心臓、骨格筋や脂肪と代謝、2）酸化ストレスとミトコンドリア、3）日内リズムや
睡眠と健康、パフォーマンス、4）運動に関わる筋肉や脂肪から分泌されるサイトカイン、5）運動と
幹細胞に焦点を当てた学会である。今学会は、4名の著名な研究者による基調講演、48 名のシンポジ
ストによる 12 題のシンポジウム、186 題のポスター発表で構成されており、数多くのハイレベルな
研究が報告されていた。日本からの発表は 11 題で、内訳は立命館大学 5 題、東京大学 2 題、大阪市
立大学 2題、JRA2 題だった。

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）

図 1　ACSM IPE 学会会場
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常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）

図 2　発表ポスターと大村研究役

図 3　質問者に対応する向井研究役
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常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）
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常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）
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常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）
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常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）
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常圧低酸素下および常酸素下におけるオールアウ
ト走での馬の呼吸循環機能について
Comparison of cardiovascular function on 
all-out exercise between normobaric hypoxia 
and normoxia in horses.
大村　一 1、向井和隆 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】サラブレッドは非常に高い有酸素運動能
力を持つにもかかわらず、肺の拡散障害を起こす
ことから激運動時に著しい低酸素血症になること
が知られている。このため、高酸素下での運動は
そのピークの酸素摂取量を増加させる特徴を持
つ。このような特徴は、通常のヒトのアスリート
では観察されないことである。しかし、一方で低
酸素下での運動はより著しい低酸素血症をもたら
すかどうかは明らかでない。
【目的】常圧低酸素下および常酸素下におけるオール
アウト走での馬の呼吸循環機能について調査する。
【方法】5 頭のよくトレーニングされた馬を用い
て110秒間のオールアウト走を常酸素下(NAO群 ; 
酸素 =21%) または低酸素下 (LAO 群 ; 酸素 =15%)
で行った。加えて、さらに 2 走させ、1 走は
NAO 群と同じスピードで高酸素下 (HNAO 群 ; 酸
素 =28.8%)、もう 1 走は LAO 群と同じスピード

で常酸素下 (NLAO 群 ; 酸素 =21%) でおこなった。
以上の 4 走は異なる日に行い、酸素摂取量や呼
吸循環機能について測定を行った。データは分散
分析により有意差を検定した。
【結果】走行時間とスピードはそれぞれ LAO 群で
103 ± 14 秒、12.6 ± 0.5m/s、NAO 群 で 112 
± 17 秒、14.0 ± 0.5m/s であった。ピークの酸
素摂取量は LAO 群が NAO 群より有意に低く (120 
vs 165 ml/kg/min)、動脈血酸素分圧も同様に
LAO 群が低かった (45 vs 66 mmHg)。心拍数、一
回拍出量、静脈血酸素含量には差が無かった。
NLAO 群および HNAO 群のピーク酸素摂取量は
LAO 群および NAO 群のそれよりも有意に高かっ
た。
【結論】常圧低酸素下での運動はより著しい低酸
素血症をもたらすことが明らかとなった。このこ
とが、低酸素トレーニングが馬においてもパ
フォーマンスを上昇させる一因であると考えられ
た。

常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマのパ
フォーマンスと有酸素能力を向上させる
High-intensity training in normobaric hypoxia 
enhances performance and aerobic capacity in 
horses
向井和隆 1、大村　一 1、松井　朗 1、間　弘子 1、
高橋敏之1、James H. Jones2
1JRA競走馬総合研究所、2カリフォルニア大学デー
ビス校

【背景】ヒトのアスリートにおいて、低酸素（高地）

トレーニングは有酸素パフォーマンスを向上させ
る手段としてよく知られている。トレーニング中
に低酸素刺激にさらされると、常酸素下のときに
比べて、生理的トレーニング適応が高まり、より
大きなパフォーマンス向上につながる可能性があ
る。しかし、ウマでは元々赤血球数が多いことな
どから、低酸素トレーニングの効果が疑問視され
ていることもあり、低酸素トレーニングに関する
研究はほとんどない。
【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングが
ウマの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響
を調べる。
【方法】8 頭のトレーニングされていない馬を用
いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を実
施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週 3 回、4 週間のトレッドミルトレーニ
ングを行った。トレーニング期の間隔は 4ヶ月空
け、十分な休養期間を確保した。各トレーニング
期の前後に、常酸素下でトレッドミル漸増負荷試
験 を 実 施 し、最 大 酸 素 摂 取 量（VO2max）、
VO2max に達するときの速度（100% VO2max）、
オールアウトまでの走行時間、その他の酸素運搬
系指標を測定した。各トレーニングセッションで
は、トレッドミル傾斜 6% で低酸素下（H, 15%）
または常酸素下（N, 21%）で 7 m/s 1 分間走行
した後に、常酸素下で算出した 100% VO2max の
速度で 2分間走行した。
【結果】H 群は N 群に比べ、走行時間 (H, +28.4%; 
N, +10.4%) および VO2max（H, +12.1%; N, +2.6%; 
P<0.05）が有意に増加した。オールアウト時の

心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）および 1 回拍出
量（H, +5.4%; N, -5.5%）は、H 群でのみトレーニ
ングにより有意に増加した（P<0.05）。血漿乳酸
濃度が 4 mmol/l に達するときの速度（VLA4）お
よびヘモグロビン濃度は両群間に有意差はなかっ
た。
【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングは
常酸素下よりもウマのパフォーマンスと有酸素能
力を向上させた。

ヒトにおける高酸素吸入は最大下運動時の運動開
始時および運動終了時の酸素摂取動態を変化させ
ない
Hyperoxic air does not accelerate oxygen 
uptake kinetics at the on-set and off-set of 
submaximal exercise in young adults

R.Mankowski（Erasmus MC, オランダ）

　ヒトにおいて、高酸素を吸入しながら最大下運
動を行った際の運動開始時および運動終了時の酸
素摂取動態については十分に調査されていない。
そこで、若い被験者を対象に、高酸素吸入時の運
動開始時および終了時の酸素摂取動態について、
常酸素および低酸素吸入時の動態と比較した。平
均 21 歳の 8 名の被験者は、6 分間のそれぞれの
最大負荷量の 60% 強度のエルゴメーター運動を
低酸素（14%）、常酸素（21%）、および高酸素
（35%）をランダムな順番で吸入しておこなった。
運動中の酸素摂取量と心拍数を測定し、酸素摂取
動態は運動開始時および終了時の酸素摂取量の指
数関数変化時の時定数から算出した。心拍数は定
常状態の平均値を示し、酸素摂取動態と心拍数は
一般線形モデルで比較した。運動開始時の時定数
は低酸素時（τ＝35 ± 6 秒）、常酸素時（τ＝
35 ± 6 秒）、および高酸素時（τ＝32 ± 9 秒）
においてそれぞれ違いは認められなかった。酸素
摂取量の運動時の増加量は、低酸素時（1167 ± 
306 mL/ 分）、常酸素時（1188 ± 326 mL/ 分）、
および高酸素時（1281 ± 463 mL/ 分）であり
有意差は認められなかった。また、運動終了時の
時定数についても低酸素時（τ＝37 ± 7 秒）、
常酸素時（τ＝39 ± 6 秒）、および高酸素時（τ

＝35 ± 5 秒）においてそれぞれ違いは認められ
なかった。運動中定常状態の心拍数は低酸素時
（140 ± 7 回 / 分）、常酸素時（128 ± 9 回 / 分）、
および高酸素時（123 ± 11 回 / 分）であり、有
意差が認められた。以上のことから、若い被験者
を用いた低酸素時の運動開始時および運動終了時
の酸素摂取動態は、常酸素時および高酸素時に比
較して悪化しないことが示された。このように呼
吸循環システムは低酸素状態にあっても酸素摂取
動態を変化させず応答できることが明らかとなっ
た。また、逆に高酸素時においても酸素摂取動態
は変化しないことが示された。
　最大下運動時の吸入酸素濃度の違いによる酸素
摂取動態の変化をみた研究であるが、発表者の仮
説とは異なり、それぞれの酸素濃度下で変化は認
められなかった。酸素摂取動態は最大下運動のよ
うに運動に必要な酸素要求量が満たされている場
合においては、吸入酸素量ではなく運動量により
規定されるであろうことを示していると思われ
た。このことは、吸入酸素濃度を変化させて実験
を行うにあたって参考になる結果であった。

アドレナリンと運動により誘導される PGC-1αの
mRNAのヒトの骨格筋における応答
Adrenaline and exercise-induced PGC-1α 
mRNA response in human skeletal muscle
N. Brandt ら（コペンハーゲン大学、デンマーク）

　ヒトの骨格筋において運動により誘導される
PGC-1αのmRNA の応答は運動強度に応じている
ことが知られている。しかし、このような調節の
もととなる細胞内のメカニズムは十分に解明され
ていない。本研究ではヒトの骨格筋において、ア
ドレナリンの上昇が PGC-1αの mRNA の応答と
細胞内伝達を増加させるかについて検討した。
10 名の若い男性被験者は以下の 4 つの異なるプ
ロトコルで運動した。P1：60% 酸素摂取量強度
の 60 分間サイクリング。P2：60% 酸素摂取量
強度の 60 分間サイクリングとその間の 10 分ご
とに 60 秒間のアームクランク運動。P3：60%
酸素摂取量強度の 60 分間サイクリングとその間
に 30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30%

酸素摂取量強度の運動を挟む運動。P4：60% 酸
素摂取量強度の 40 分間サイクリングとその後に
30 秒間のスプリント運動と 204 秒間の 30% 酸
素摂取量強度のセットを 6 回行う運動。以上の 4
つのプロトコルでは運動量は同量に設定された。
バイオプシーは運動前・直後・2 時間後・5 時間
後に外側広筋から行った。アドレナリン測定用の
採血は運動前後に行われた。その結果、血中アド
レナリンは P2・P3・P4 それぞれが P1 よりも高
かった。また、運動直後では P3 の血中アドレナ
リンは他のプロトコルよりも高かった。筋中のグ
リコーゲン含量は全てのプロトコルにおいて減少
したが P3・P4は P1・P2 よりも低いレベルにあっ
た。P3・P4の筋中乳酸値は P1・P2よりも高かっ
た。リン酸化 AMP 活性化プロテインキナーゼα
2 は運動後に上昇したが、特に P4 のレベルが他
よりも高かった。アセチル -CoA カルボキシラー
ゼのリン酸化は全てのプロトコルにおいて増加し
たが、P3・P4は P1・P2 よりも高いレベルにあっ
た。このことは、AMP 活性化プロテインキナー
ゼがアセチル -CoA カルボキシラーゼの追加調節
している可能性を示唆した。また、MAP キナー
ゼの一種 P38 のリン酸化は運動後に上昇し、特
に P4 のレベルが他よりも高かった。CREB
（cAMP 応答配列結合タンパク質）のリン酸化レ
ベルは、運動前にくらべ運動直後で低く、運動 2
時間後には増加した。PGC-1αの mRNA は運動 2
時間後には全てのプロトコルにおいて増加した。
以上のことから、運動プロトコルの違いによって
血中のアドレナリンの濃度は変化したが、PGC-1
αの mRNA の発現の違いは認められず、アドレ
ナリンは運動強度依存性に調節される PGC-1αの
主たる調節因子であることは示唆されなかった。
　PGC-1αはトレーニングによる有酸素運動能力
の変化の指標となるものであるが、アドレナリン
が出るような一時的な強運動を負荷してもその発
現レベルが変化しないことは興味深い。馬におい
てもどのような運動が PGC-1αの発現レベルを変
化させるのか研究する必要があると考えられた。

高強度インターバルトレーニングに対する有酸素
運動能の応答：グループごとの平均値の分析は反

応が乏しい被験者を見落とす
Aerobic capacity responses to high-intensity 
interval training: group mean analysis masks 
the existence of non-responders
B. E. Phillips ら（ノッティンガム大学、イギリス）

　一般的な有酸素トレーニングに比較して、高強
度インターバルトレーニングは最大酸素摂取量を
より増加させることが知られている。しかし、ウ
インゲートテストを改変した高強度インターバル
トレーニングによるオールアウト運動では、運動
強度が強すぎるため、被験者によっては最後まで
継続できない。また、25分以上の高強度インター
バルトレーニングでは、その時間効率の良さにつ
いては検討されておらず、被験者ごとの高強度イ
ンターバルトレーニングに対する応答について
も、ほとんど報告が見られない。本研究では、よ
り効率的な高強度インターバルトレーニングを調
べるため、1 セッション 14 分の運動プロトコル
を多数の被験者に対して試みた。135 人の被験者
は、週に 3 日間、6 週間の高強度インターバルト
レーニングを実施した。運動プロトコルは 2分間
のウォーミングアップの後、5 x 1 分間の高強度
運動負荷（強度は 1分間維持できる最大強度）を
90 秒間の負荷無し運動と組み合わせて行った。
最大酸素摂取量は 6週間のトレーニング前後で測
定した。結果、この 14 分の運動プロトコルは最
大酸素摂取量を 8.9％増加させた。この値は 20
週間にわたるエンデュランストレーニングの効果
に匹敵した。このように、平均値としては 6週間
の高強度インターバルトレーニングが 20 週間の
エンデュランストレーニングとほぼ同じ酸素摂取
量の増加を示した。14 分の高強度インターバル
トレーニングは多くの被験者に効果が認められた
が、被験者個々の反応にはかなりばらつきがあっ
た。グループごとの平均値の観察は個別に反応が
乏しい被験者を見落とす可能性があり、トレーニ
ング処方を行う際には個別性の対応も必要と考え
られた。
　馬においてもトレーニングの種類によって個々
の馬の反応が違うことは容易に想像できる。距離
適性の遺伝子診断法などもあるが、乳酸の上昇率

など簡単に測定可能な指標からも、トレーナビリ
ティーなどが明らかとなれば有用である。

（大村　一）

カフェインを含む乳酸サプリメントはラットの筋
量を効果的に増加させる
Lactate-based compound containing caffeine 
effectively increases muscle mass in rats
Takashi Hashimoto ら（立命館大学・京都大学・
早稲田大学）

　発表者は以前の研究において、骨格筋細胞に乳
酸を投与したところ、筋制御因子である
myogenin の mRNA が増加したことを報告してい
る。他の研究からも、ラットに乳酸を投与すると、
カルシウム / カルモジュリン依存性血清フォス
ファターゼである calcineurin に反応して、筋肥
大が起こることが分かっている。そこで、細胞カ
ルシウムレベルの活性化因子であるカフェインを
含む乳酸サプリメントが in vitro および in vivo に
おいて、サテライト細胞の増殖や分化を効果的に
引き起こしたり、骨格筋の同化作用を活性化でき
るかどうかを調べた。
　まず、C2C12 骨格筋細胞を 10 mM 乳酸ナトリ
ウム（Lac）、5 mM カフェイン（Caf）、10 mM
乳酸ナトリウム +5 mM カフェイン（LaCa）のい
ずれかを含む培養液で 6 時間培養した。動物実
験では、雄ラットを 3 群に分け［コントロール
群（CO, n = 10）、運 動 群（EX, n = 12）、乳 酸
（1000 mg/kg BW）+ カ フ ェ イ ン（36 mg/kg 
BW）サプリメント群（LC, n = 13）］、LC および
EX 群は 1 日おきに 4 週間トレッドミル運動（20 
m/min, 30 分間）を実施した。骨格筋を採取し、
サテライト細胞およびタンパク同化シグナルを生
化学的に分析した。
　細胞培養実験では、Lac 群で myogenin が増加
することが分かった。さらに Con 群に比べ Lac
群では、タンパク同化シグナルである S6K およ
び follistatin が増加し、骨格筋成長の抑制因子で
あるミオスタチンが減少した。一方、Caf 群では
Con 群と比べ、タンパク同化シグナルである Akt
と mTOR の活性化が認められた。乳酸とカフェ

インを組み合わせた LaCa 群では、Con 群と比較
したところ、myogenin に加えて、サテライト細
胞の活性のマーカーである Pax7 や MyoD および
細胞増殖のマーカーである Ki67 も増加しており、
Ca 群と比べた場合でも follistatin が増加してい
た。動物実験では、CO 群に比べて EX 群では腓
腹筋の重量が増加しただけだったが、LC 群では
腓腹筋に加えて、ヒラメ筋および前頸骨筋の重量
も増加した。LC 群では EX 群に比べて、MyoD、
myogenin および follistatin が増加していた。さ
らに LC 群では CO 群に比べて、前頸骨筋の全
DNA 量も増えていた。これらの結果はカフェイ
ンを含む乳酸サプリメントを投与すると、持久的
トレーニングを行っているにもかかわらず、骨格
筋におけるサテライト細胞とタンパク同化シグナ
ルの活性化によって、筋核の増加を伴う筋肥大を
引き起こすことを示唆している。
　通常筋肥大を起こさせるためには、いわゆる筋
トレと呼ばれるレジスタンストレーニングが必要
であり、長い時間走っているだけではほとんど筋
肥大しない。そのため、カフェイン含有乳酸サプ
リメント投与によって、持久的トレーニングだけ
でもサテライト細胞やダンパク同化カスケードの
活性化を通じて、下肢筋群の筋量が増加したこと
には大きなインパクトがある。カフェインはヒト
のアスリートにおいてはドーピング対象になって
いないが、日本の競馬においては禁止薬物である。
しかし、発表者によると今回のメインの効果は乳
酸によるものだと考えられるとのことであり、ウ
マにおける実験でも同様の結果が得られれば、競
走馬への応用も視野に入ってくる。骨格筋量が増
えたからといって、必ずしも走るのが速くなるわ
けではないが、最近 JARIS のデータを解析した結
果からも、体重の重い、つまり骨格筋量の多い馬
のレースパフォーマンスは優秀であることが示唆
されている（未発表データ）。また、体の線が細
い若馬や故障明けの競走馬のように、トレーニン
グの強度をあまり上げることはできないが、筋量
は増やしたいという馬には有用だと思われる。

超音波装置を利用した筋グリコーゲン量評価
Use of musculoskeletal ultrasound to assess 

muscle glycogen content
John C. Hill ら（University of Colorado School of 
Medicine, USA.）

　運動パフォーマンスのためにはグリコーゲンの
貯蔵は不可欠である。筋グリコーゲン量を測定す
ることができれば、パフォーマンスをあげる上で
大きなアドバンテージになる。長年、グリコーゲ
ン量測定のためには、筋バイオプシーが実施され
てきた。しかし、筋バイオプシーは侵襲的である
ため、競技現場ではあまり実用的ではない。そこ
で、迅速で、持ち運びでき、非侵襲的な新しい測
定方法が開発されてきた。今回、高周波数超音波
を使用した筋グリコーゲン量測定法を確立したた
め、従来の筋バイオプシーを用いた組織化学的グ
リコーゲン定量との相関を調べることを目的とし
て実験を行った。
　22 人の男性競技サイクリスト（プロおよびア
マチュア、183.7 ± 4.9 cm, 76.8 ± 7.8 kg）が、
2-3 g/min の炭水化物酸化と 2-3 mmol/l の血中
乳酸濃度に達する中高強度運動をエルゴメーター
で 90 分間実施した。筋バイオプシーを用いた組
織化学分析と MuscleSound® テクノロジーを利用
した高周波超音波スキャンで、運動前後における
大腿直筋の筋グリコーゲン量を測定した。
　筋バイオプシーを用いた組織化学分析と
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法の相関係数は、運動前は r = 0.93
（p<0.0001）、運動後は r = 0.90（p<0.0001）だっ
た。運動前後の筋グリコーゲン量変化の相関係数
はr = 0.80（p<0.0001）だった。これらの結果から、
MuscleSound® テクノロジーを利用した高周波超
音波測定法は、筋グリコーゲンを迅速に、かつ非
侵襲的に測定できる信頼性の高い方法であること
が分かった。
　グリコーゲンは筋中では水と結合して存在して
いるため、運動前、骨格筋は低エコーに見えるが、
運動後にグリコーゲンの減少とともに水分も失わ
れると、筋のエコー輝度は上昇する。このような
メカニズムを利用して、グリコーゲン量を定量す
るのが MuscleSound® である。測定者が骨格筋を
超音波装置で描出すると、このソフトウェアが皮

膚、脂肪、結合織などの筋肉以外の部位を自動的
に除外する仕組みになっている。今回、発表者ら
が用いた 90 分間におよぶ持久的運動ではもちろ
ん、競馬のレースのような 2分間程度の高強度運
動においても、筋グリコーゲンは 30~50% 減少
することが知られており、レース前には筋グリ
コーゲンが十分に充填されていることが望まし
い。しかし、ウマはグリコーゲンの再合成速度が
ヒトに比べて遅いにも関わらず、レースの 2, 3
日前に筋グリコーゲンの減少を伴うトレーニング
（追い切り）を実施する。MuscleSound® を利用す
れば、このトレーニング方法が妥当かどうかを検
討する実験を簡便に実施することが可能になるだ
ろう。さらに、トレーニング面から考えると、ヒ
トやマウスの研究では運動に伴う筋グリコーゲン
の減少度に応じて、運動パフォーマンスなどのト
レーニング効果が変化することが知られている。
これと同様のことがウマにおいても起こっている
のかを調べる実験も、以前より効率的に実施する
ことが可能になると考えられる。

全身温熱刺激は C57BL/6J マウスの筋 PGC-1α
発現を増加させる
Whole body heat stress increases muscle PGC-1
α expression in C57BL/6J mice
Yu Kitaoka ら（The University of Tokyo, Japan.  
McMaster University, Canada.）

　PGC-1α（peroxisome proliferator-activated 
receptor γ coactivator-1α）は骨格筋のミトコン
ドリアバイオジェネシスにおいて重要な役割を
担っている転写活性化因子である。最近、C2C12
骨格筋細胞において、マイルドな温熱刺激によっ
て、PGC-1αが増加することが報告されている。
しかし、同様の現象が in vivo で起こるかどうか
は分かっていない。そこで、全身温熱刺激が
PGC-1α発現やその下流のターゲット遺伝子に与
える影響について調べることを目的とした。
　マウスを安静群（SED）、チャンバー内で 42℃, 
1 時間の全身温熱刺激を与える群（HS）、全身温
熱刺激＋回復 1 時間後群（HS+1h）、全身温熱刺
激＋回復 3 時間後群（HS+3h）、全身温熱刺激＋

回復 24 時間後群（HS+24h）の 5 群に分け、大
腿四頭筋をタンパク質解析と mRNA 解析に用い
た。全身温熱刺激によって、直腸温は 40℃まで
上昇した（P<0.01 vs. SED）。PGC-1α mRNA 発
現は全身温熱刺激 3 時間後（HS+3h）に SED 群
と 比 べ て 増 加 し た（P<0.05）。Tfam mRNA
（mitochondrial transcriptional factor A；ミ ト コ
ンドリア転写に関わる重要な因子）および PDK4 
mRNA（pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 
4, mitochondrial；ピルビン酸脱水素酵素を阻害
し、ブドウ糖代謝を調節する因子）も HS+3h 群
で増加していた（P<0.05 vs. SED）。p38 mitogen 
activated protein kinase（p38MAPK；PGC-1αの
上流に位置するプロテインキナーゼで、サイトカ
インや紫外線による刺激や熱ストレスなどによっ
て活性化される）のリン酸化は HS 群で増加した
（P<0.01 vs. SED）が、AMP-activated protein 
kinase（AMPK；PGC-1αの上流に位置するプロ
テインキナーゼで、細胞内のエネルギーセンサー
として重要な役割を担っている）のリン酸化は全
身温熱刺激から24時間を通じて変化しなかった。
そのため、全身温熱刺激は骨格筋の PGC-1α発現

を、おそらく p38MAPK 経由で増加させることが
分かった。これらの結果は、運動時に骨格筋が発
生させる熱が、運動によってもたらされるミトコ
ンドリア増加に関わっていることを示唆してい
る。
　サラブレッドは、単に体の大きい動物であるだ
けではなく、他の動物より骨格筋 / 体重の比率が
高い動物であることから、全力疾走時には豊富な
骨格筋から発生する熱によって、体温が 42℃を
越えることもしばしばある。このような高体温は
運動が続けられなくなる原因の一つとなるが、ト
レーニングとしての面から考えると、高体温は
PGC-1αを増加させ、その結果としてミトコンド
リアの増加を誘導している可能性が高い。過酷な
環境に曝露された生物の適応能力には驚くばかり
である。また、常磐支所の温泉では、通常湯温
38～40℃で 15 分間の温泉療法を実施している。
馬の温泉でサラブレッドの体温を 40℃付近まで
高めることが可能であれば、休養中であっても温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの適応を
ある程度促すことができるかもしれない。

（向井和隆）
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帯広畜産大学　第6回公開総合臨床学実習における
ナチュラル・ホースマンシップ実習ならびに

Hands-on 臨床トレーニングの概要

佐々木直樹1）・山田一孝1）・伊藤めぐみ1）・柳川将志1）・松井基純1）

松本高太郎1）・古岡秀文2）・南保泰雄1）・猪熊  壽1）

1）帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門・2）同基礎獣医学研究部門

はじめに
　日本の獣医系大学では、国際的水準の獣医専門
職の人材を輩出することを目標にして、獣医学モ
デル・コアカリキュラム、共通テキスト、共用試験、
参加型臨床実習などの総合的な教育改革を推進し
ている。一方、国際社会より人畜共通感染症や国
際家畜感染症の感染防御の確立、食の安全などが
求められている。このため、日本の大学において
も国際水準の教育プログラムを導入し、欧米の獣
医学教育認証の取得に向けた機運が高まってい
る。獣医学国際認証に必要な要素の一つとして「馬
臨 床（Equine Surgery, Equine Internal Medicine, 
Equine Reproduction, Equine Radiology）」教育の
実施が重要とされている。これは生物学を基礎と
する獣医学の各分野が馬を対象に発展してきた歴
史があり、馬文化の盛んな欧米諸国では小動物、
大動物（主に牛、山羊、羊など）に加えて馬を獣
医学教育プログラムの三本柱としているためであ
る。従来、帯広畜産大学では大学周辺の地域特性
を活用して、積極的に馬臨床の教育に取り組んで
おり、家畜衛生対策推進協議会主催の臨床実習支
援事業を通じて他大学の学生にも同様の教育を実
施してきた。第 6 回公開総合臨床実習は、平成
26年9月1日（月）から9月5日（金）までの期間、
他大学学生 15 名に対して開催した。今回、「馬
臨床」の基礎となる「馬に対する理解」を深める
ことを目的としてナチュラル・ホースマンシップ
実習を新たに企画し、さらに国際認証に向けた取

り班みの一環として Hands-on 臨床実習を取り入
れたので、その概要を紹介する（表 1）。

1．ナチュラル・ホースマンシップ実習
　D-Jランチ代表の持田裕之氏はナチュラル・ホー
スマンシップの第一人者であり、「人が馬に対す
る知識と理解を深めることで、競走馬から乗用馬
まで品質や用途に関係なく、どんな風にでも同じ
ように安全にコミュニケーションをとることがで
きる（D-J ランチホームページより）」を基本理
念に掲げ、北海道帯広市にある乗馬クラブ（D-J
ランチ）を起点にして、全国の競馬関係者、乗馬
関係者などを対象に講演や実習を開催している。

今回、ウエスタンスタイルの調教が施された
クォーターホースを用いて実演ならびに参加学生
による乗馬練習が行われた。ナチュラル・ホース
マンシップでは、馬はリーダーが群れの方向とス
ピードをコントロールして周囲に快適を与えるの
で、人がリーダーになることで馬は快適に動ける
と説明されている。また、人と馬とのコミュニケー
ションは、馬がバランスをとって動くうえで重要
であり、そのコミュニケーションをとるためには
馬をリラックスさせる必要がある。このため、馬
がリラックスしたボディーランゲージ（頭を下げ
る、大きく息を吐く、瞬きをするなど）を知って
おくことも重要である。実演では、調馬策を用い
ることなく目線で馬にプレッシャーを与えること
により横移動や障害飛越をさせると、参加学生か
ら感嘆の声が漏れた（写真１）。一般に、鞭は馬
を制御するものと考えられているが、持田氏は鞭
による愛撫方法を提示することで鞭は遠くに届く
手にもなりえることを説明していた。後に、「目
から鱗が落ちた」と、多くの学生が感想を述べて
おり、「誰に教わったではなく、自分でできなけ
ればならない」とする持田氏の持論は学生の胸に
着実に響いたようであった。今回のナチュラル・
ホースマンシップ実習は、獣医学教育科目として
は「アニマルハンドリング」に含まれるプログラ
ムに相当しており、小動物、大動物、中型動物（羊、
豚）などに加え、馬の特性を理解するための臨床
導入実習としては教育効果の高い内容となった。

今回、このような貴重な体験を与えていただいた
持田氏に衷心より感謝申し上げる。

2．臨床診断法の基礎
　学内の飼育馬（クォーターホース、道産子など）
を用いた臨床診断法の実習では、馬の臨床で必要
となる稟告聴取と身体検査の基本（保定、視診、
聴診、打診、触診など）を学ぶことを到達目標に
した（写真 2）。4 人 1 班で馬の身体検査を行い、
所見をホワイトボードに記載してもらい、所見ご
とに全体でディスカッションを行った。臨床実習
中にディスカッションの時間を取り入れること
で、学生は自分の見落としていた所見に気づくこ
ともでき、身体検査の理解を深めることができた。
実習用飼育馬を保有していない場合には馬術部の
馬を使用して臨床実習することも可能であるが、
突発的な事故を防止するうえで馬保定を熟知した
者が馬 1頭につき 1名必要である。

3．眼科実習
　眼科では眼科疾患の診断に必要となる視力検
査、スリットランプ検査、眼底検査、眼圧検査、
フルオロセイン染色検査、局所麻酔法、鼻涙管洗
浄法、点眼法などについてサラブレッド種実習馬
と模型を用いて実習した（写真 3,  4）。4 名 1 班
で 4ブース（模型を用いた眼底検査、屠体豚眼を
用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠体馬頭
を用いた感覚神経・運動神経の局所麻酔法、馬を
用いた眼底検査）を移動してHands-on臨床トレー
ニングを実施した。眼底検査の間接法では、模型

を用いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習
することで視神経乳頭の検査を行えるようになっ
た。眼科手術では、１名ずつ屠体豚眼を用いて眼
科手術の基本となる角膜縫合、結膜フラップ、点
眼留置法、眼瞼縫合などについて学習した。角膜
縫合ならびに結膜フラップは眼科手術の基本手技
が多く含まれるとされており、眼科の Hands-on
臨床トレーニングプログラムに含まれている。眼
科実習では高額な診断検査器機やマイクロサー
ジェリー器具などを人数分そろえる必要があり、
器機の取り扱いについては充分な説明を行う必要
があった。

4．循環器実習
　循環器では非常勤講師として兼子樹廣先生（元
軽種馬育成調教センター）を招聘し、サラブレッ
ドの心臓疾患について講義を拝聴した後、猪熊教

授および松本准教授により心電図、心音図および
心エコー検査の手技を学んだ（写真 5）。4～ 5
名 1 班で 3 ブース（馬の心音・心電図検査、馬
の心エコー検査、屠体心臓の病理解剖）を移動し
て Hands-on 臨床トレーニングを実施した（写真
5,  6）。馬の心電図、心音図および心エコー検査
に加えて、屠体心臓の解剖を行うことで心臓の機
能と形態を総合的に理解することができた。

5．呼吸器実習
　呼吸器実習では、主に内視鏡を用いて上部気道
の観察や気管支肺胞洗浄などの Hands-on 臨床ト
レーニングを行った。4名1班で4ブース（トレー
ニングボックスを用いた内視鏡操作方法、実習馬
を用いた咽喉頭の観察、屠体頭を用いた喉嚢観察、
屠体頭を用いた円鋸術）を移動して学習した（写
真 7）。内視鏡を用いたHands-on 臨床トレーニン
グは学生の集中度が高く、特にトレーニングボッ

クスを用いた内視鏡操作は学生に人気の高いプロ
グラムであった。実習馬を使用した内視鏡検査で
は、保定者の立ち位置や馬が暴れた際の対処方法
について学ぶことも重要であった。蓄膿症の手術
である円鋸術については、屠体頭を用いて手術操
作を行うことで副鼻腔疾患を深く理解することが
できた。呼吸器実習の Hands-on 臨床トレーニン
グには実習用内視鏡を班ごとに準備する必要があ
り、初期投資の高い分野といえる。近年、軟性内
視鏡と硬性内視鏡をコンパクトにまとめた製品も
販売されており、これらを有効活用することで高
い教育効果が認められた。

6．繁殖検診実習
　繁殖検診実習では、周辺の重種馬生産農家にご
協力いただき、松井准教授、南保教授指導のもと
屠畜子宮卵巣材料を用いた超音波検査の手技を学

習した後、重種馬の直腸検査を体験した（写真 8, 
9）。直腸検査は生殖器疾患のみならず、消化器疾
患診断にも大変重要な手技であるため、学部教育
の中で基本手技を学んでおくことは重要であっ
た。

7．運動器実習
　運動器実習は、学内飼育馬を用いて、跛行診断、
レントゲン撮影、骨関節疾患の読影、超音波検査
について手技を学習した後、屠畜肢を用いた診断
麻酔、関節鏡手術、腱鞘鏡手術、局所解剖などを
行った（写真 10, 11, 12, 13）。4名 1班で 4ブー
ス（いずれも屠畜肢を用いた診断麻酔および局所
解剖、手根骨間関節の関節鏡、遠位指滑液鞘の腱
鞘鏡、屈腱の超音波検査）を移動して学習した。
診断麻酔後に同部位を解剖することで、骨および

関節の構造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘な
どの構造について深い理解が得られた。特に、深
指屈腱が第三指骨に終始することを縦断面でみせ
ることは、馬の蹄葉炎の蹄骨ローテションの発生
機序を理解するうえで効果的であった。今年度、

腱鞘鏡と関節鏡を Hands-on 臨床トレーニングと
して加え、レントゲン画像、超音波画像、内視鏡
画像ならびに解剖を視覚的に組み合わせることで
理解を深めることができた。また、ＣＴ画像診断
法では、山田教授の指導により、馬のＣＴ検査法
について基礎と臨床症例について学習した。今後、
馬の MRI 検査や核シンチグラフィー検査を加え
た画像診断学の基礎を大学で教育することは、国
際水準を目指す獣医学教育を実施するうえで重要
といえる。

8．消化器実習
　消化器実習では全身吸入麻酔下において開腹手
術（結腸骨盤曲切開）を実施した。開腹手術では、
腹腔探査のポイント（盲腸、回腸、空腸、十二指腸、
胃、結腸、脾臓、腎臓、腎脾間膜、網嚢孔など）、
骨盤曲切開、腸管縫合法、腹壁縫合法などを学習
した（写真 14, 15）。また、全身吸入麻酔では、
スイングドアを用いた倒馬、ベンチレーターを用
いた呼吸管理、顔面動脈での観血的動脈血圧測定
や動脈血液ガス分析、エアマットを用いた神経筋
麻痺の防止、スリングを用いた補助起立、術後管
理方法（持続点滴等）などについて学習した。馬
を用いた消化器実習としては、経鼻胃チューブ、
腹水採取、直腸検査、超音波検査、胃内視鏡など
が基本手技として重要であり、これらの
Hands-on 臨床トレーニングの改善を図る予定で
ある。

9. 整形外科実習
　整形外科実習では大動物外科における骨折の診
断治療法について概説した後、骨折整復の基礎と
なるＡＯ法の原則に基づいた Lag 法、ダイナミッ
クコンプレッションプレート（DCP）、ロッキン
グコンプレッションプレート（ＬＣＰ）について
屠畜肢を用いて学習した（写真 15）。ＬＣＰ器材
は比較的高額なため、Hands-on 臨床トレーニン
グを実践するうえで工業用器材の導入も含めて柔
軟に対応した。実際に整形外科専用の器具を用い
スクリューを挿入することで、各固定法の原理と
馬の長骨骨折の固定法を理解することが可能で
あった。

10．病理解剖実習
　病理解剖では古岡教授の指導により廃用馬を用
い、学生自らが各臓器の病理解剖を行った。近年、
日本の大学において馬の病理解剖を行うことは少
なくなりつつある。病理解剖では、各臓器を精査
することにより、これまでの臓器別の実習で学習
した各疾患の病態の理解が深まるため、高い教育
効果が認められた。

11．臨床推論
　臨床推論では、臨床症例課題について 4 名 1
班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真 16）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断・治療・
予防・予後診断の考え方を学ぶとともに、各グルー
プ参加学生間のコミュニケーション形成につな

がった。本プログラムはカリフォルニア大学
Davis 校で採用されているフォーマットを改良し
て用いており、発表を取り入れることで、より高
い教育効果が認められた。

結語
　現在、馬臨床学は獣医学コア・カリキュラムに
含まれているため、全国の獣医系大学において必
須の科目となっている。一方、馬の臨床実習教育
のためには大型診療施設、飼育施設、糞尿処理施
設、設備、備品、環境を整える必要があるほか、
教育する人材も必須となる。今後、これらの整備
を行い、環境の整った大学より馬臨床教育を充実
させていくことが、日本の獣医系大学の国際水準
達成の重要なポイントといえる。本実習（写真
17）が、馬を理解する獣医師の養成になり、最
終的に「馬の福祉」へとつながれば幸いである。
　本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された。ご協力賜りました関係各位に
感謝申し上げる。

表 1　第 6回公開総合臨床実習プログラム
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はじめに
　日本の獣医系大学では、国際的水準の獣医専門
職の人材を輩出することを目標にして、獣医学モ
デル・コアカリキュラム、共通テキスト、共用試験、
参加型臨床実習などの総合的な教育改革を推進し
ている。一方、国際社会より人畜共通感染症や国
際家畜感染症の感染防御の確立、食の安全などが
求められている。このため、日本の大学において
も国際水準の教育プログラムを導入し、欧米の獣
医学教育認証の取得に向けた機運が高まってい
る。獣医学国際認証に必要な要素の一つとして「馬
臨 床（Equine Surgery, Equine Internal Medicine, 
Equine Reproduction, Equine Radiology）」教育の
実施が重要とされている。これは生物学を基礎と
する獣医学の各分野が馬を対象に発展してきた歴
史があり、馬文化の盛んな欧米諸国では小動物、
大動物（主に牛、山羊、羊など）に加えて馬を獣
医学教育プログラムの三本柱としているためであ
る。従来、帯広畜産大学では大学周辺の地域特性
を活用して、積極的に馬臨床の教育に取り組んで
おり、家畜衛生対策推進協議会主催の臨床実習支
援事業を通じて他大学の学生にも同様の教育を実
施してきた。第 6 回公開総合臨床実習は、平成
26年9月1日（月）から9月5日（金）までの期間、
他大学学生 15 名に対して開催した。今回、「馬
臨床」の基礎となる「馬に対する理解」を深める
ことを目的としてナチュラル・ホースマンシップ
実習を新たに企画し、さらに国際認証に向けた取

り班みの一環として Hands-on 臨床実習を取り入
れたので、その概要を紹介する（表 1）。

1．ナチュラル・ホースマンシップ実習
　D-Jランチ代表の持田裕之氏はナチュラル・ホー
スマンシップの第一人者であり、「人が馬に対す
る知識と理解を深めることで、競走馬から乗用馬
まで品質や用途に関係なく、どんな風にでも同じ
ように安全にコミュニケーションをとることがで
きる（D-J ランチホームページより）」を基本理
念に掲げ、北海道帯広市にある乗馬クラブ（D-J
ランチ）を起点にして、全国の競馬関係者、乗馬
関係者などを対象に講演や実習を開催している。

今回、ウエスタンスタイルの調教が施された
クォーターホースを用いて実演ならびに参加学生
による乗馬練習が行われた。ナチュラル・ホース
マンシップでは、馬はリーダーが群れの方向とス
ピードをコントロールして周囲に快適を与えるの
で、人がリーダーになることで馬は快適に動ける
と説明されている。また、人と馬とのコミュニケー
ションは、馬がバランスをとって動くうえで重要
であり、そのコミュニケーションをとるためには
馬をリラックスさせる必要がある。このため、馬
がリラックスしたボディーランゲージ（頭を下げ
る、大きく息を吐く、瞬きをするなど）を知って
おくことも重要である。実演では、調馬策を用い
ることなく目線で馬にプレッシャーを与えること
により横移動や障害飛越をさせると、参加学生か
ら感嘆の声が漏れた（写真１）。一般に、鞭は馬
を制御するものと考えられているが、持田氏は鞭
による愛撫方法を提示することで鞭は遠くに届く
手にもなりえることを説明していた。後に、「目
から鱗が落ちた」と、多くの学生が感想を述べて
おり、「誰に教わったではなく、自分でできなけ
ればならない」とする持田氏の持論は学生の胸に
着実に響いたようであった。今回のナチュラル・
ホースマンシップ実習は、獣医学教育科目として
は「アニマルハンドリング」に含まれるプログラ
ムに相当しており、小動物、大動物、中型動物（羊、
豚）などに加え、馬の特性を理解するための臨床
導入実習としては教育効果の高い内容となった。

今回、このような貴重な体験を与えていただいた
持田氏に衷心より感謝申し上げる。

2．臨床診断法の基礎
　学内の飼育馬（クォーターホース、道産子など）
を用いた臨床診断法の実習では、馬の臨床で必要
となる稟告聴取と身体検査の基本（保定、視診、
聴診、打診、触診など）を学ぶことを到達目標に
した（写真 2）。4 人 1 班で馬の身体検査を行い、
所見をホワイトボードに記載してもらい、所見ご
とに全体でディスカッションを行った。臨床実習
中にディスカッションの時間を取り入れること
で、学生は自分の見落としていた所見に気づくこ
ともでき、身体検査の理解を深めることができた。
実習用飼育馬を保有していない場合には馬術部の
馬を使用して臨床実習することも可能であるが、
突発的な事故を防止するうえで馬保定を熟知した
者が馬 1頭につき 1名必要である。

3．眼科実習
　眼科では眼科疾患の診断に必要となる視力検
査、スリットランプ検査、眼底検査、眼圧検査、
フルオロセイン染色検査、局所麻酔法、鼻涙管洗
浄法、点眼法などについてサラブレッド種実習馬
と模型を用いて実習した（写真 3,  4）。4 名 1 班
で 4ブース（模型を用いた眼底検査、屠体豚眼を
用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠体馬頭
を用いた感覚神経・運動神経の局所麻酔法、馬を
用いた眼底検査）を移動してHands-on臨床トレー
ニングを実施した。眼底検査の間接法では、模型

を用いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習
することで視神経乳頭の検査を行えるようになっ
た。眼科手術では、１名ずつ屠体豚眼を用いて眼
科手術の基本となる角膜縫合、結膜フラップ、点
眼留置法、眼瞼縫合などについて学習した。角膜
縫合ならびに結膜フラップは眼科手術の基本手技
が多く含まれるとされており、眼科の Hands-on
臨床トレーニングプログラムに含まれている。眼
科実習では高額な診断検査器機やマイクロサー
ジェリー器具などを人数分そろえる必要があり、
器機の取り扱いについては充分な説明を行う必要
があった。

4．循環器実習
　循環器では非常勤講師として兼子樹廣先生（元
軽種馬育成調教センター）を招聘し、サラブレッ
ドの心臓疾患について講義を拝聴した後、猪熊教

授および松本准教授により心電図、心音図および
心エコー検査の手技を学んだ（写真 5）。4～ 5
名 1 班で 3 ブース（馬の心音・心電図検査、馬
の心エコー検査、屠体心臓の病理解剖）を移動し
て Hands-on 臨床トレーニングを実施した（写真
5,  6）。馬の心電図、心音図および心エコー検査
に加えて、屠体心臓の解剖を行うことで心臓の機
能と形態を総合的に理解することができた。

5．呼吸器実習
　呼吸器実習では、主に内視鏡を用いて上部気道
の観察や気管支肺胞洗浄などの Hands-on 臨床ト
レーニングを行った。4名1班で4ブース（トレー
ニングボックスを用いた内視鏡操作方法、実習馬
を用いた咽喉頭の観察、屠体頭を用いた喉嚢観察、
屠体頭を用いた円鋸術）を移動して学習した（写
真 7）。内視鏡を用いたHands-on 臨床トレーニン
グは学生の集中度が高く、特にトレーニングボッ

クスを用いた内視鏡操作は学生に人気の高いプロ
グラムであった。実習馬を使用した内視鏡検査で
は、保定者の立ち位置や馬が暴れた際の対処方法
について学ぶことも重要であった。蓄膿症の手術
である円鋸術については、屠体頭を用いて手術操
作を行うことで副鼻腔疾患を深く理解することが
できた。呼吸器実習の Hands-on 臨床トレーニン
グには実習用内視鏡を班ごとに準備する必要があ
り、初期投資の高い分野といえる。近年、軟性内
視鏡と硬性内視鏡をコンパクトにまとめた製品も
販売されており、これらを有効活用することで高
い教育効果が認められた。
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た。
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について手技を学習した後、屠畜肢を用いた診断
麻酔、関節鏡手術、腱鞘鏡手術、局所解剖などを
行った（写真 10, 11, 12, 13）。4名 1班で 4ブー
ス（いずれも屠畜肢を用いた診断麻酔および局所
解剖、手根骨間関節の関節鏡、遠位指滑液鞘の腱
鞘鏡、屈腱の超音波検査）を移動して学習した。
診断麻酔後に同部位を解剖することで、骨および

関節の構造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘な
どの構造について深い理解が得られた。特に、深
指屈腱が第三指骨に終始することを縦断面でみせ
ることは、馬の蹄葉炎の蹄骨ローテションの発生
機序を理解するうえで効果的であった。今年度、

腱鞘鏡と関節鏡を Hands-on 臨床トレーニングと
して加え、レントゲン画像、超音波画像、内視鏡
画像ならびに解剖を視覚的に組み合わせることで
理解を深めることができた。また、ＣＴ画像診断
法では、山田教授の指導により、馬のＣＴ検査法
について基礎と臨床症例について学習した。今後、
馬の MRI 検査や核シンチグラフィー検査を加え
た画像診断学の基礎を大学で教育することは、国
際水準を目指す獣医学教育を実施するうえで重要
といえる。

8．消化器実習
　消化器実習では全身吸入麻酔下において開腹手
術（結腸骨盤曲切開）を実施した。開腹手術では、
腹腔探査のポイント（盲腸、回腸、空腸、十二指腸、
胃、結腸、脾臓、腎臓、腎脾間膜、網嚢孔など）、
骨盤曲切開、腸管縫合法、腹壁縫合法などを学習
した（写真 14, 15）。また、全身吸入麻酔では、
スイングドアを用いた倒馬、ベンチレーターを用
いた呼吸管理、顔面動脈での観血的動脈血圧測定
や動脈血液ガス分析、エアマットを用いた神経筋
麻痺の防止、スリングを用いた補助起立、術後管
理方法（持続点滴等）などについて学習した。馬
を用いた消化器実習としては、経鼻胃チューブ、
腹水採取、直腸検査、超音波検査、胃内視鏡など
が基本手技として重要であり、これらの
Hands-on 臨床トレーニングの改善を図る予定で
ある。

9. 整形外科実習
　整形外科実習では大動物外科における骨折の診
断治療法について概説した後、骨折整復の基礎と
なるＡＯ法の原則に基づいた Lag 法、ダイナミッ
クコンプレッションプレート（DCP）、ロッキン
グコンプレッションプレート（ＬＣＰ）について
屠畜肢を用いて学習した（写真 15）。ＬＣＰ器材
は比較的高額なため、Hands-on 臨床トレーニン
グを実践するうえで工業用器材の導入も含めて柔
軟に対応した。実際に整形外科専用の器具を用い
スクリューを挿入することで、各固定法の原理と
馬の長骨骨折の固定法を理解することが可能で
あった。

10．病理解剖実習
　病理解剖では古岡教授の指導により廃用馬を用
い、学生自らが各臓器の病理解剖を行った。近年、
日本の大学において馬の病理解剖を行うことは少
なくなりつつある。病理解剖では、各臓器を精査
することにより、これまでの臓器別の実習で学習
した各疾患の病態の理解が深まるため、高い教育
効果が認められた。

11．臨床推論
　臨床推論では、臨床症例課題について 4 名 1
班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真 16）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断・治療・
予防・予後診断の考え方を学ぶとともに、各グルー
プ参加学生間のコミュニケーション形成につな

がった。本プログラムはカリフォルニア大学
Davis 校で採用されているフォーマットを改良し
て用いており、発表を取り入れることで、より高
い教育効果が認められた。

結語
　現在、馬臨床学は獣医学コア・カリキュラムに
含まれているため、全国の獣医系大学において必
須の科目となっている。一方、馬の臨床実習教育
のためには大型診療施設、飼育施設、糞尿処理施
設、設備、備品、環境を整える必要があるほか、
教育する人材も必須となる。今後、これらの整備
を行い、環境の整った大学より馬臨床教育を充実
させていくことが、日本の獣医系大学の国際水準
達成の重要なポイントといえる。本実習（写真
17）が、馬を理解する獣医師の養成になり、最
終的に「馬の福祉」へとつながれば幸いである。
　本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された。ご協力賜りました関係各位に
感謝申し上げる。

写真 1　ナチュラル・ホースマンシップ実習の様子
D-J ランチにおいて持田氏から馬の調教方法を学習した。馬
は目線でプレッシャーを与えることにより、横移動や障害飛
越動作を行っていた。

写真 2　臨床診断法の基礎実習の様子
学生 3～ 4 名 1 班で 1 頭の馬の身体検査を行い、最後に全体
ディスカッションを行った。



（35）

はじめに
　日本の獣医系大学では、国際的水準の獣医専門
職の人材を輩出することを目標にして、獣医学モ
デル・コアカリキュラム、共通テキスト、共用試験、
参加型臨床実習などの総合的な教育改革を推進し
ている。一方、国際社会より人畜共通感染症や国
際家畜感染症の感染防御の確立、食の安全などが
求められている。このため、日本の大学において
も国際水準の教育プログラムを導入し、欧米の獣
医学教育認証の取得に向けた機運が高まってい
る。獣医学国際認証に必要な要素の一つとして「馬
臨 床（Equine Surgery, Equine Internal Medicine, 
Equine Reproduction, Equine Radiology）」教育の
実施が重要とされている。これは生物学を基礎と
する獣医学の各分野が馬を対象に発展してきた歴
史があり、馬文化の盛んな欧米諸国では小動物、
大動物（主に牛、山羊、羊など）に加えて馬を獣
医学教育プログラムの三本柱としているためであ
る。従来、帯広畜産大学では大学周辺の地域特性
を活用して、積極的に馬臨床の教育に取り組んで
おり、家畜衛生対策推進協議会主催の臨床実習支
援事業を通じて他大学の学生にも同様の教育を実
施してきた。第 6 回公開総合臨床実習は、平成
26年9月1日（月）から9月5日（金）までの期間、
他大学学生 15 名に対して開催した。今回、「馬
臨床」の基礎となる「馬に対する理解」を深める
ことを目的としてナチュラル・ホースマンシップ
実習を新たに企画し、さらに国際認証に向けた取

り班みの一環として Hands-on 臨床実習を取り入
れたので、その概要を紹介する（表 1）。

1．ナチュラル・ホースマンシップ実習
　D-Jランチ代表の持田裕之氏はナチュラル・ホー
スマンシップの第一人者であり、「人が馬に対す
る知識と理解を深めることで、競走馬から乗用馬
まで品質や用途に関係なく、どんな風にでも同じ
ように安全にコミュニケーションをとることがで
きる（D-J ランチホームページより）」を基本理
念に掲げ、北海道帯広市にある乗馬クラブ（D-J
ランチ）を起点にして、全国の競馬関係者、乗馬
関係者などを対象に講演や実習を開催している。

今回、ウエスタンスタイルの調教が施された
クォーターホースを用いて実演ならびに参加学生
による乗馬練習が行われた。ナチュラル・ホース
マンシップでは、馬はリーダーが群れの方向とス
ピードをコントロールして周囲に快適を与えるの
で、人がリーダーになることで馬は快適に動ける
と説明されている。また、人と馬とのコミュニケー
ションは、馬がバランスをとって動くうえで重要
であり、そのコミュニケーションをとるためには
馬をリラックスさせる必要がある。このため、馬
がリラックスしたボディーランゲージ（頭を下げ
る、大きく息を吐く、瞬きをするなど）を知って
おくことも重要である。実演では、調馬策を用い
ることなく目線で馬にプレッシャーを与えること
により横移動や障害飛越をさせると、参加学生か
ら感嘆の声が漏れた（写真１）。一般に、鞭は馬
を制御するものと考えられているが、持田氏は鞭
による愛撫方法を提示することで鞭は遠くに届く
手にもなりえることを説明していた。後に、「目
から鱗が落ちた」と、多くの学生が感想を述べて
おり、「誰に教わったではなく、自分でできなけ
ればならない」とする持田氏の持論は学生の胸に
着実に響いたようであった。今回のナチュラル・
ホースマンシップ実習は、獣医学教育科目として
は「アニマルハンドリング」に含まれるプログラ
ムに相当しており、小動物、大動物、中型動物（羊、
豚）などに加え、馬の特性を理解するための臨床
導入実習としては教育効果の高い内容となった。

今回、このような貴重な体験を与えていただいた
持田氏に衷心より感謝申し上げる。

2．臨床診断法の基礎
　学内の飼育馬（クォーターホース、道産子など）
を用いた臨床診断法の実習では、馬の臨床で必要
となる稟告聴取と身体検査の基本（保定、視診、
聴診、打診、触診など）を学ぶことを到達目標に
した（写真 2）。4 人 1 班で馬の身体検査を行い、
所見をホワイトボードに記載してもらい、所見ご
とに全体でディスカッションを行った。臨床実習
中にディスカッションの時間を取り入れること
で、学生は自分の見落としていた所見に気づくこ
ともでき、身体検査の理解を深めることができた。
実習用飼育馬を保有していない場合には馬術部の
馬を使用して臨床実習することも可能であるが、
突発的な事故を防止するうえで馬保定を熟知した
者が馬 1頭につき 1名必要である。

3．眼科実習
　眼科では眼科疾患の診断に必要となる視力検
査、スリットランプ検査、眼底検査、眼圧検査、
フルオロセイン染色検査、局所麻酔法、鼻涙管洗
浄法、点眼法などについてサラブレッド種実習馬
と模型を用いて実習した（写真 3,  4）。4 名 1 班
で 4ブース（模型を用いた眼底検査、屠体豚眼を
用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠体馬頭
を用いた感覚神経・運動神経の局所麻酔法、馬を
用いた眼底検査）を移動してHands-on臨床トレー
ニングを実施した。眼底検査の間接法では、模型

を用いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習
することで視神経乳頭の検査を行えるようになっ
た。眼科手術では、１名ずつ屠体豚眼を用いて眼
科手術の基本となる角膜縫合、結膜フラップ、点
眼留置法、眼瞼縫合などについて学習した。角膜
縫合ならびに結膜フラップは眼科手術の基本手技
が多く含まれるとされており、眼科の Hands-on
臨床トレーニングプログラムに含まれている。眼
科実習では高額な診断検査器機やマイクロサー
ジェリー器具などを人数分そろえる必要があり、
器機の取り扱いについては充分な説明を行う必要
があった。

4．循環器実習
　循環器では非常勤講師として兼子樹廣先生（元
軽種馬育成調教センター）を招聘し、サラブレッ
ドの心臓疾患について講義を拝聴した後、猪熊教

授および松本准教授により心電図、心音図および
心エコー検査の手技を学んだ（写真 5）。4～ 5
名 1 班で 3 ブース（馬の心音・心電図検査、馬
の心エコー検査、屠体心臓の病理解剖）を移動し
て Hands-on 臨床トレーニングを実施した（写真
5,  6）。馬の心電図、心音図および心エコー検査
に加えて、屠体心臓の解剖を行うことで心臓の機
能と形態を総合的に理解することができた。

5．呼吸器実習
　呼吸器実習では、主に内視鏡を用いて上部気道
の観察や気管支肺胞洗浄などの Hands-on 臨床ト
レーニングを行った。4名1班で4ブース（トレー
ニングボックスを用いた内視鏡操作方法、実習馬
を用いた咽喉頭の観察、屠体頭を用いた喉嚢観察、
屠体頭を用いた円鋸術）を移動して学習した（写
真 7）。内視鏡を用いたHands-on 臨床トレーニン
グは学生の集中度が高く、特にトレーニングボッ

クスを用いた内視鏡操作は学生に人気の高いプロ
グラムであった。実習馬を使用した内視鏡検査で
は、保定者の立ち位置や馬が暴れた際の対処方法
について学ぶことも重要であった。蓄膿症の手術
である円鋸術については、屠体頭を用いて手術操
作を行うことで副鼻腔疾患を深く理解することが
できた。呼吸器実習の Hands-on 臨床トレーニン
グには実習用内視鏡を班ごとに準備する必要があ
り、初期投資の高い分野といえる。近年、軟性内
視鏡と硬性内視鏡をコンパクトにまとめた製品も
販売されており、これらを有効活用することで高
い教育効果が認められた。

6．繁殖検診実習
　繁殖検診実習では、周辺の重種馬生産農家にご
協力いただき、松井准教授、南保教授指導のもと
屠畜子宮卵巣材料を用いた超音波検査の手技を学

習した後、重種馬の直腸検査を体験した（写真 8, 
9）。直腸検査は生殖器疾患のみならず、消化器疾
患診断にも大変重要な手技であるため、学部教育
の中で基本手技を学んでおくことは重要であっ
た。

7．運動器実習
　運動器実習は、学内飼育馬を用いて、跛行診断、
レントゲン撮影、骨関節疾患の読影、超音波検査
について手技を学習した後、屠畜肢を用いた診断
麻酔、関節鏡手術、腱鞘鏡手術、局所解剖などを
行った（写真 10, 11, 12, 13）。4名 1班で 4ブー
ス（いずれも屠畜肢を用いた診断麻酔および局所
解剖、手根骨間関節の関節鏡、遠位指滑液鞘の腱
鞘鏡、屈腱の超音波検査）を移動して学習した。
診断麻酔後に同部位を解剖することで、骨および

関節の構造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘な
どの構造について深い理解が得られた。特に、深
指屈腱が第三指骨に終始することを縦断面でみせ
ることは、馬の蹄葉炎の蹄骨ローテションの発生
機序を理解するうえで効果的であった。今年度、

腱鞘鏡と関節鏡を Hands-on 臨床トレーニングと
して加え、レントゲン画像、超音波画像、内視鏡
画像ならびに解剖を視覚的に組み合わせることで
理解を深めることができた。また、ＣＴ画像診断
法では、山田教授の指導により、馬のＣＴ検査法
について基礎と臨床症例について学習した。今後、
馬の MRI 検査や核シンチグラフィー検査を加え
た画像診断学の基礎を大学で教育することは、国
際水準を目指す獣医学教育を実施するうえで重要
といえる。

8．消化器実習
　消化器実習では全身吸入麻酔下において開腹手
術（結腸骨盤曲切開）を実施した。開腹手術では、
腹腔探査のポイント（盲腸、回腸、空腸、十二指腸、
胃、結腸、脾臓、腎臓、腎脾間膜、網嚢孔など）、
骨盤曲切開、腸管縫合法、腹壁縫合法などを学習
した（写真 14, 15）。また、全身吸入麻酔では、
スイングドアを用いた倒馬、ベンチレーターを用
いた呼吸管理、顔面動脈での観血的動脈血圧測定
や動脈血液ガス分析、エアマットを用いた神経筋
麻痺の防止、スリングを用いた補助起立、術後管
理方法（持続点滴等）などについて学習した。馬
を用いた消化器実習としては、経鼻胃チューブ、
腹水採取、直腸検査、超音波検査、胃内視鏡など
が基本手技として重要であり、これらの
Hands-on 臨床トレーニングの改善を図る予定で
ある。

9. 整形外科実習
　整形外科実習では大動物外科における骨折の診
断治療法について概説した後、骨折整復の基礎と
なるＡＯ法の原則に基づいた Lag 法、ダイナミッ
クコンプレッションプレート（DCP）、ロッキン
グコンプレッションプレート（ＬＣＰ）について
屠畜肢を用いて学習した（写真 15）。ＬＣＰ器材
は比較的高額なため、Hands-on 臨床トレーニン
グを実践するうえで工業用器材の導入も含めて柔
軟に対応した。実際に整形外科専用の器具を用い
スクリューを挿入することで、各固定法の原理と
馬の長骨骨折の固定法を理解することが可能で
あった。

10．病理解剖実習
　病理解剖では古岡教授の指導により廃用馬を用
い、学生自らが各臓器の病理解剖を行った。近年、
日本の大学において馬の病理解剖を行うことは少
なくなりつつある。病理解剖では、各臓器を精査
することにより、これまでの臓器別の実習で学習
した各疾患の病態の理解が深まるため、高い教育
効果が認められた。

11．臨床推論
　臨床推論では、臨床症例課題について 4 名 1
班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真 16）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断・治療・
予防・予後診断の考え方を学ぶとともに、各グルー
プ参加学生間のコミュニケーション形成につな

がった。本プログラムはカリフォルニア大学
Davis 校で採用されているフォーマットを改良し
て用いており、発表を取り入れることで、より高
い教育効果が認められた。

結語
　現在、馬臨床学は獣医学コア・カリキュラムに
含まれているため、全国の獣医系大学において必
須の科目となっている。一方、馬の臨床実習教育
のためには大型診療施設、飼育施設、糞尿処理施
設、設備、備品、環境を整える必要があるほか、
教育する人材も必須となる。今後、これらの整備
を行い、環境の整った大学より馬臨床教育を充実
させていくことが、日本の獣医系大学の国際水準
達成の重要なポイントといえる。本実習（写真
17）が、馬を理解する獣医師の養成になり、最
終的に「馬の福祉」へとつながれば幸いである。
　本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された。ご協力賜りました関係各位に
感謝申し上げる。

写真 3　眼科実習の様子（1）
眼底検査法（間接法）では、眼底標本を用いて視神経乳頭や
血管を検査するため基本手技を学習した。

写真 5　心臓疾患講義の様子
兼子先生により馬の心臓疾患の講義を受け、活発な質疑応答
により理解を深めた。

写真 6　循環器実習の様子
馬の右胸部より心エコー、左胸部より心電図および心音図を
検査し、屠体心臓の解剖を学習した。

写真 4　眼科実習の様子（2）
馬を用いて眼底検査法（間接法）の実際を学習した。
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はじめに
　日本の獣医系大学では、国際的水準の獣医専門
職の人材を輩出することを目標にして、獣医学モ
デル・コアカリキュラム、共通テキスト、共用試験、
参加型臨床実習などの総合的な教育改革を推進し
ている。一方、国際社会より人畜共通感染症や国
際家畜感染症の感染防御の確立、食の安全などが
求められている。このため、日本の大学において
も国際水準の教育プログラムを導入し、欧米の獣
医学教育認証の取得に向けた機運が高まってい
る。獣医学国際認証に必要な要素の一つとして「馬
臨 床（Equine Surgery, Equine Internal Medicine, 
Equine Reproduction, Equine Radiology）」教育の
実施が重要とされている。これは生物学を基礎と
する獣医学の各分野が馬を対象に発展してきた歴
史があり、馬文化の盛んな欧米諸国では小動物、
大動物（主に牛、山羊、羊など）に加えて馬を獣
医学教育プログラムの三本柱としているためであ
る。従来、帯広畜産大学では大学周辺の地域特性
を活用して、積極的に馬臨床の教育に取り組んで
おり、家畜衛生対策推進協議会主催の臨床実習支
援事業を通じて他大学の学生にも同様の教育を実
施してきた。第 6 回公開総合臨床実習は、平成
26年9月1日（月）から9月5日（金）までの期間、
他大学学生 15 名に対して開催した。今回、「馬
臨床」の基礎となる「馬に対する理解」を深める
ことを目的としてナチュラル・ホースマンシップ
実習を新たに企画し、さらに国際認証に向けた取

り班みの一環として Hands-on 臨床実習を取り入
れたので、その概要を紹介する（表 1）。

1．ナチュラル・ホースマンシップ実習
　D-Jランチ代表の持田裕之氏はナチュラル・ホー
スマンシップの第一人者であり、「人が馬に対す
る知識と理解を深めることで、競走馬から乗用馬
まで品質や用途に関係なく、どんな風にでも同じ
ように安全にコミュニケーションをとることがで
きる（D-J ランチホームページより）」を基本理
念に掲げ、北海道帯広市にある乗馬クラブ（D-J
ランチ）を起点にして、全国の競馬関係者、乗馬
関係者などを対象に講演や実習を開催している。

今回、ウエスタンスタイルの調教が施された
クォーターホースを用いて実演ならびに参加学生
による乗馬練習が行われた。ナチュラル・ホース
マンシップでは、馬はリーダーが群れの方向とス
ピードをコントロールして周囲に快適を与えるの
で、人がリーダーになることで馬は快適に動ける
と説明されている。また、人と馬とのコミュニケー
ションは、馬がバランスをとって動くうえで重要
であり、そのコミュニケーションをとるためには
馬をリラックスさせる必要がある。このため、馬
がリラックスしたボディーランゲージ（頭を下げ
る、大きく息を吐く、瞬きをするなど）を知って
おくことも重要である。実演では、調馬策を用い
ることなく目線で馬にプレッシャーを与えること
により横移動や障害飛越をさせると、参加学生か
ら感嘆の声が漏れた（写真１）。一般に、鞭は馬
を制御するものと考えられているが、持田氏は鞭
による愛撫方法を提示することで鞭は遠くに届く
手にもなりえることを説明していた。後に、「目
から鱗が落ちた」と、多くの学生が感想を述べて
おり、「誰に教わったではなく、自分でできなけ
ればならない」とする持田氏の持論は学生の胸に
着実に響いたようであった。今回のナチュラル・
ホースマンシップ実習は、獣医学教育科目として
は「アニマルハンドリング」に含まれるプログラ
ムに相当しており、小動物、大動物、中型動物（羊、
豚）などに加え、馬の特性を理解するための臨床
導入実習としては教育効果の高い内容となった。

今回、このような貴重な体験を与えていただいた
持田氏に衷心より感謝申し上げる。

2．臨床診断法の基礎
　学内の飼育馬（クォーターホース、道産子など）
を用いた臨床診断法の実習では、馬の臨床で必要
となる稟告聴取と身体検査の基本（保定、視診、
聴診、打診、触診など）を学ぶことを到達目標に
した（写真 2）。4 人 1 班で馬の身体検査を行い、
所見をホワイトボードに記載してもらい、所見ご
とに全体でディスカッションを行った。臨床実習
中にディスカッションの時間を取り入れること
で、学生は自分の見落としていた所見に気づくこ
ともでき、身体検査の理解を深めることができた。
実習用飼育馬を保有していない場合には馬術部の
馬を使用して臨床実習することも可能であるが、
突発的な事故を防止するうえで馬保定を熟知した
者が馬 1頭につき 1名必要である。

3．眼科実習
　眼科では眼科疾患の診断に必要となる視力検
査、スリットランプ検査、眼底検査、眼圧検査、
フルオロセイン染色検査、局所麻酔法、鼻涙管洗
浄法、点眼法などについてサラブレッド種実習馬
と模型を用いて実習した（写真 3,  4）。4 名 1 班
で 4ブース（模型を用いた眼底検査、屠体豚眼を
用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠体馬頭
を用いた感覚神経・運動神経の局所麻酔法、馬を
用いた眼底検査）を移動してHands-on臨床トレー
ニングを実施した。眼底検査の間接法では、模型

を用いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習
することで視神経乳頭の検査を行えるようになっ
た。眼科手術では、１名ずつ屠体豚眼を用いて眼
科手術の基本となる角膜縫合、結膜フラップ、点
眼留置法、眼瞼縫合などについて学習した。角膜
縫合ならびに結膜フラップは眼科手術の基本手技
が多く含まれるとされており、眼科の Hands-on
臨床トレーニングプログラムに含まれている。眼
科実習では高額な診断検査器機やマイクロサー
ジェリー器具などを人数分そろえる必要があり、
器機の取り扱いについては充分な説明を行う必要
があった。

4．循環器実習
　循環器では非常勤講師として兼子樹廣先生（元
軽種馬育成調教センター）を招聘し、サラブレッ
ドの心臓疾患について講義を拝聴した後、猪熊教

授および松本准教授により心電図、心音図および
心エコー検査の手技を学んだ（写真 5）。4～ 5
名 1 班で 3 ブース（馬の心音・心電図検査、馬
の心エコー検査、屠体心臓の病理解剖）を移動し
て Hands-on 臨床トレーニングを実施した（写真
5,  6）。馬の心電図、心音図および心エコー検査
に加えて、屠体心臓の解剖を行うことで心臓の機
能と形態を総合的に理解することができた。

5．呼吸器実習
　呼吸器実習では、主に内視鏡を用いて上部気道
の観察や気管支肺胞洗浄などの Hands-on 臨床ト
レーニングを行った。4名1班で4ブース（トレー
ニングボックスを用いた内視鏡操作方法、実習馬
を用いた咽喉頭の観察、屠体頭を用いた喉嚢観察、
屠体頭を用いた円鋸術）を移動して学習した（写
真 7）。内視鏡を用いたHands-on 臨床トレーニン
グは学生の集中度が高く、特にトレーニングボッ

クスを用いた内視鏡操作は学生に人気の高いプロ
グラムであった。実習馬を使用した内視鏡検査で
は、保定者の立ち位置や馬が暴れた際の対処方法
について学ぶことも重要であった。蓄膿症の手術
である円鋸術については、屠体頭を用いて手術操
作を行うことで副鼻腔疾患を深く理解することが
できた。呼吸器実習の Hands-on 臨床トレーニン
グには実習用内視鏡を班ごとに準備する必要があ
り、初期投資の高い分野といえる。近年、軟性内
視鏡と硬性内視鏡をコンパクトにまとめた製品も
販売されており、これらを有効活用することで高
い教育効果が認められた。

6．繁殖検診実習
　繁殖検診実習では、周辺の重種馬生産農家にご
協力いただき、松井准教授、南保教授指導のもと
屠畜子宮卵巣材料を用いた超音波検査の手技を学

習した後、重種馬の直腸検査を体験した（写真 8, 
9）。直腸検査は生殖器疾患のみならず、消化器疾
患診断にも大変重要な手技であるため、学部教育
の中で基本手技を学んでおくことは重要であっ
た。

7．運動器実習
　運動器実習は、学内飼育馬を用いて、跛行診断、
レントゲン撮影、骨関節疾患の読影、超音波検査
について手技を学習した後、屠畜肢を用いた診断
麻酔、関節鏡手術、腱鞘鏡手術、局所解剖などを
行った（写真 10, 11, 12, 13）。4名 1班で 4ブー
ス（いずれも屠畜肢を用いた診断麻酔および局所
解剖、手根骨間関節の関節鏡、遠位指滑液鞘の腱
鞘鏡、屈腱の超音波検査）を移動して学習した。
診断麻酔後に同部位を解剖することで、骨および

関節の構造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘な
どの構造について深い理解が得られた。特に、深
指屈腱が第三指骨に終始することを縦断面でみせ
ることは、馬の蹄葉炎の蹄骨ローテションの発生
機序を理解するうえで効果的であった。今年度、

腱鞘鏡と関節鏡を Hands-on 臨床トレーニングと
して加え、レントゲン画像、超音波画像、内視鏡
画像ならびに解剖を視覚的に組み合わせることで
理解を深めることができた。また、ＣＴ画像診断
法では、山田教授の指導により、馬のＣＴ検査法
について基礎と臨床症例について学習した。今後、
馬の MRI 検査や核シンチグラフィー検査を加え
た画像診断学の基礎を大学で教育することは、国
際水準を目指す獣医学教育を実施するうえで重要
といえる。

8．消化器実習
　消化器実習では全身吸入麻酔下において開腹手
術（結腸骨盤曲切開）を実施した。開腹手術では、
腹腔探査のポイント（盲腸、回腸、空腸、十二指腸、
胃、結腸、脾臓、腎臓、腎脾間膜、網嚢孔など）、
骨盤曲切開、腸管縫合法、腹壁縫合法などを学習
した（写真 14, 15）。また、全身吸入麻酔では、
スイングドアを用いた倒馬、ベンチレーターを用
いた呼吸管理、顔面動脈での観血的動脈血圧測定
や動脈血液ガス分析、エアマットを用いた神経筋
麻痺の防止、スリングを用いた補助起立、術後管
理方法（持続点滴等）などについて学習した。馬
を用いた消化器実習としては、経鼻胃チューブ、
腹水採取、直腸検査、超音波検査、胃内視鏡など
が基本手技として重要であり、これらの
Hands-on 臨床トレーニングの改善を図る予定で
ある。

9. 整形外科実習
　整形外科実習では大動物外科における骨折の診
断治療法について概説した後、骨折整復の基礎と
なるＡＯ法の原則に基づいた Lag 法、ダイナミッ
クコンプレッションプレート（DCP）、ロッキン
グコンプレッションプレート（ＬＣＰ）について
屠畜肢を用いて学習した（写真 15）。ＬＣＰ器材
は比較的高額なため、Hands-on 臨床トレーニン
グを実践するうえで工業用器材の導入も含めて柔
軟に対応した。実際に整形外科専用の器具を用い
スクリューを挿入することで、各固定法の原理と
馬の長骨骨折の固定法を理解することが可能で
あった。

10．病理解剖実習
　病理解剖では古岡教授の指導により廃用馬を用
い、学生自らが各臓器の病理解剖を行った。近年、
日本の大学において馬の病理解剖を行うことは少
なくなりつつある。病理解剖では、各臓器を精査
することにより、これまでの臓器別の実習で学習
した各疾患の病態の理解が深まるため、高い教育
効果が認められた。

11．臨床推論
　臨床推論では、臨床症例課題について 4 名 1
班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真 16）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断・治療・
予防・予後診断の考え方を学ぶとともに、各グルー
プ参加学生間のコミュニケーション形成につな

がった。本プログラムはカリフォルニア大学
Davis 校で採用されているフォーマットを改良し
て用いており、発表を取り入れることで、より高
い教育効果が認められた。

結語
　現在、馬臨床学は獣医学コア・カリキュラムに
含まれているため、全国の獣医系大学において必
須の科目となっている。一方、馬の臨床実習教育
のためには大型診療施設、飼育施設、糞尿処理施
設、設備、備品、環境を整える必要があるほか、
教育する人材も必須となる。今後、これらの整備
を行い、環境の整った大学より馬臨床教育を充実
させていくことが、日本の獣医系大学の国際水準
達成の重要なポイントといえる。本実習（写真
17）が、馬を理解する獣医師の養成になり、最
終的に「馬の福祉」へとつながれば幸いである。
　本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された。ご協力賜りました関係各位に
感謝申し上げる。

写真 7　呼吸器実習の様子
軟性内視鏡を用いて馬の咽喉頭の検査法を学習した。

写真 8　繁殖検診実習の様子（1）
屠体卵巣子宮を用いて馬の卵巣子宮の構造と機能について学
習した。

写真 10　跛行診断実習（歩様検査）の様子
馬の跛行診断の基本（歩様検査、触診）について学習した。

写真 9　繁殖検診実習の様子（2）
重種馬の妊娠鑑定に必要な直腸検査ならびに超音波検査の基
本を学習した。
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はじめに
　日本の獣医系大学では、国際的水準の獣医専門
職の人材を輩出することを目標にして、獣医学モ
デル・コアカリキュラム、共通テキスト、共用試験、
参加型臨床実習などの総合的な教育改革を推進し
ている。一方、国際社会より人畜共通感染症や国
際家畜感染症の感染防御の確立、食の安全などが
求められている。このため、日本の大学において
も国際水準の教育プログラムを導入し、欧米の獣
医学教育認証の取得に向けた機運が高まってい
る。獣医学国際認証に必要な要素の一つとして「馬
臨 床（Equine Surgery, Equine Internal Medicine, 
Equine Reproduction, Equine Radiology）」教育の
実施が重要とされている。これは生物学を基礎と
する獣医学の各分野が馬を対象に発展してきた歴
史があり、馬文化の盛んな欧米諸国では小動物、
大動物（主に牛、山羊、羊など）に加えて馬を獣
医学教育プログラムの三本柱としているためであ
る。従来、帯広畜産大学では大学周辺の地域特性
を活用して、積極的に馬臨床の教育に取り組んで
おり、家畜衛生対策推進協議会主催の臨床実習支
援事業を通じて他大学の学生にも同様の教育を実
施してきた。第 6 回公開総合臨床実習は、平成
26年9月1日（月）から9月5日（金）までの期間、
他大学学生 15 名に対して開催した。今回、「馬
臨床」の基礎となる「馬に対する理解」を深める
ことを目的としてナチュラル・ホースマンシップ
実習を新たに企画し、さらに国際認証に向けた取

り班みの一環として Hands-on 臨床実習を取り入
れたので、その概要を紹介する（表 1）。

1．ナチュラル・ホースマンシップ実習
　D-Jランチ代表の持田裕之氏はナチュラル・ホー
スマンシップの第一人者であり、「人が馬に対す
る知識と理解を深めることで、競走馬から乗用馬
まで品質や用途に関係なく、どんな風にでも同じ
ように安全にコミュニケーションをとることがで
きる（D-J ランチホームページより）」を基本理
念に掲げ、北海道帯広市にある乗馬クラブ（D-J
ランチ）を起点にして、全国の競馬関係者、乗馬
関係者などを対象に講演や実習を開催している。

今回、ウエスタンスタイルの調教が施された
クォーターホースを用いて実演ならびに参加学生
による乗馬練習が行われた。ナチュラル・ホース
マンシップでは、馬はリーダーが群れの方向とス
ピードをコントロールして周囲に快適を与えるの
で、人がリーダーになることで馬は快適に動ける
と説明されている。また、人と馬とのコミュニケー
ションは、馬がバランスをとって動くうえで重要
であり、そのコミュニケーションをとるためには
馬をリラックスさせる必要がある。このため、馬
がリラックスしたボディーランゲージ（頭を下げ
る、大きく息を吐く、瞬きをするなど）を知って
おくことも重要である。実演では、調馬策を用い
ることなく目線で馬にプレッシャーを与えること
により横移動や障害飛越をさせると、参加学生か
ら感嘆の声が漏れた（写真１）。一般に、鞭は馬
を制御するものと考えられているが、持田氏は鞭
による愛撫方法を提示することで鞭は遠くに届く
手にもなりえることを説明していた。後に、「目
から鱗が落ちた」と、多くの学生が感想を述べて
おり、「誰に教わったではなく、自分でできなけ
ればならない」とする持田氏の持論は学生の胸に
着実に響いたようであった。今回のナチュラル・
ホースマンシップ実習は、獣医学教育科目として
は「アニマルハンドリング」に含まれるプログラ
ムに相当しており、小動物、大動物、中型動物（羊、
豚）などに加え、馬の特性を理解するための臨床
導入実習としては教育効果の高い内容となった。

今回、このような貴重な体験を与えていただいた
持田氏に衷心より感謝申し上げる。

2．臨床診断法の基礎
　学内の飼育馬（クォーターホース、道産子など）
を用いた臨床診断法の実習では、馬の臨床で必要
となる稟告聴取と身体検査の基本（保定、視診、
聴診、打診、触診など）を学ぶことを到達目標に
した（写真 2）。4 人 1 班で馬の身体検査を行い、
所見をホワイトボードに記載してもらい、所見ご
とに全体でディスカッションを行った。臨床実習
中にディスカッションの時間を取り入れること
で、学生は自分の見落としていた所見に気づくこ
ともでき、身体検査の理解を深めることができた。
実習用飼育馬を保有していない場合には馬術部の
馬を使用して臨床実習することも可能であるが、
突発的な事故を防止するうえで馬保定を熟知した
者が馬 1頭につき 1名必要である。

3．眼科実習
　眼科では眼科疾患の診断に必要となる視力検
査、スリットランプ検査、眼底検査、眼圧検査、
フルオロセイン染色検査、局所麻酔法、鼻涙管洗
浄法、点眼法などについてサラブレッド種実習馬
と模型を用いて実習した（写真 3,  4）。4 名 1 班
で 4ブース（模型を用いた眼底検査、屠体豚眼を
用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠体馬頭
を用いた感覚神経・運動神経の局所麻酔法、馬を
用いた眼底検査）を移動してHands-on臨床トレー
ニングを実施した。眼底検査の間接法では、模型

を用いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習
することで視神経乳頭の検査を行えるようになっ
た。眼科手術では、１名ずつ屠体豚眼を用いて眼
科手術の基本となる角膜縫合、結膜フラップ、点
眼留置法、眼瞼縫合などについて学習した。角膜
縫合ならびに結膜フラップは眼科手術の基本手技
が多く含まれるとされており、眼科の Hands-on
臨床トレーニングプログラムに含まれている。眼
科実習では高額な診断検査器機やマイクロサー
ジェリー器具などを人数分そろえる必要があり、
器機の取り扱いについては充分な説明を行う必要
があった。

4．循環器実習
　循環器では非常勤講師として兼子樹廣先生（元
軽種馬育成調教センター）を招聘し、サラブレッ
ドの心臓疾患について講義を拝聴した後、猪熊教

授および松本准教授により心電図、心音図および
心エコー検査の手技を学んだ（写真 5）。4～ 5
名 1 班で 3 ブース（馬の心音・心電図検査、馬
の心エコー検査、屠体心臓の病理解剖）を移動し
て Hands-on 臨床トレーニングを実施した（写真
5,  6）。馬の心電図、心音図および心エコー検査
に加えて、屠体心臓の解剖を行うことで心臓の機
能と形態を総合的に理解することができた。

5．呼吸器実習
　呼吸器実習では、主に内視鏡を用いて上部気道
の観察や気管支肺胞洗浄などの Hands-on 臨床ト
レーニングを行った。4名1班で4ブース（トレー
ニングボックスを用いた内視鏡操作方法、実習馬
を用いた咽喉頭の観察、屠体頭を用いた喉嚢観察、
屠体頭を用いた円鋸術）を移動して学習した（写
真 7）。内視鏡を用いたHands-on 臨床トレーニン
グは学生の集中度が高く、特にトレーニングボッ

クスを用いた内視鏡操作は学生に人気の高いプロ
グラムであった。実習馬を使用した内視鏡検査で
は、保定者の立ち位置や馬が暴れた際の対処方法
について学ぶことも重要であった。蓄膿症の手術
である円鋸術については、屠体頭を用いて手術操
作を行うことで副鼻腔疾患を深く理解することが
できた。呼吸器実習の Hands-on 臨床トレーニン
グには実習用内視鏡を班ごとに準備する必要があ
り、初期投資の高い分野といえる。近年、軟性内
視鏡と硬性内視鏡をコンパクトにまとめた製品も
販売されており、これらを有効活用することで高
い教育効果が認められた。

6．繁殖検診実習
　繁殖検診実習では、周辺の重種馬生産農家にご
協力いただき、松井准教授、南保教授指導のもと
屠畜子宮卵巣材料を用いた超音波検査の手技を学

習した後、重種馬の直腸検査を体験した（写真 8, 
9）。直腸検査は生殖器疾患のみならず、消化器疾
患診断にも大変重要な手技であるため、学部教育
の中で基本手技を学んでおくことは重要であっ
た。

7．運動器実習
　運動器実習は、学内飼育馬を用いて、跛行診断、
レントゲン撮影、骨関節疾患の読影、超音波検査
について手技を学習した後、屠畜肢を用いた診断
麻酔、関節鏡手術、腱鞘鏡手術、局所解剖などを
行った（写真 10, 11, 12, 13）。4名 1班で 4ブー
ス（いずれも屠畜肢を用いた診断麻酔および局所
解剖、手根骨間関節の関節鏡、遠位指滑液鞘の腱
鞘鏡、屈腱の超音波検査）を移動して学習した。
診断麻酔後に同部位を解剖することで、骨および

関節の構造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘な
どの構造について深い理解が得られた。特に、深
指屈腱が第三指骨に終始することを縦断面でみせ
ることは、馬の蹄葉炎の蹄骨ローテションの発生
機序を理解するうえで効果的であった。今年度、

腱鞘鏡と関節鏡を Hands-on 臨床トレーニングと
して加え、レントゲン画像、超音波画像、内視鏡
画像ならびに解剖を視覚的に組み合わせることで
理解を深めることができた。また、ＣＴ画像診断
法では、山田教授の指導により、馬のＣＴ検査法
について基礎と臨床症例について学習した。今後、
馬の MRI 検査や核シンチグラフィー検査を加え
た画像診断学の基礎を大学で教育することは、国
際水準を目指す獣医学教育を実施するうえで重要
といえる。

8．消化器実習
　消化器実習では全身吸入麻酔下において開腹手
術（結腸骨盤曲切開）を実施した。開腹手術では、
腹腔探査のポイント（盲腸、回腸、空腸、十二指腸、
胃、結腸、脾臓、腎臓、腎脾間膜、網嚢孔など）、
骨盤曲切開、腸管縫合法、腹壁縫合法などを学習
した（写真 14, 15）。また、全身吸入麻酔では、
スイングドアを用いた倒馬、ベンチレーターを用
いた呼吸管理、顔面動脈での観血的動脈血圧測定
や動脈血液ガス分析、エアマットを用いた神経筋
麻痺の防止、スリングを用いた補助起立、術後管
理方法（持続点滴等）などについて学習した。馬
を用いた消化器実習としては、経鼻胃チューブ、
腹水採取、直腸検査、超音波検査、胃内視鏡など
が基本手技として重要であり、これらの
Hands-on 臨床トレーニングの改善を図る予定で
ある。

9. 整形外科実習
　整形外科実習では大動物外科における骨折の診
断治療法について概説した後、骨折整復の基礎と
なるＡＯ法の原則に基づいた Lag 法、ダイナミッ
クコンプレッションプレート（DCP）、ロッキン
グコンプレッションプレート（ＬＣＰ）について
屠畜肢を用いて学習した（写真 15）。ＬＣＰ器材
は比較的高額なため、Hands-on 臨床トレーニン
グを実践するうえで工業用器材の導入も含めて柔
軟に対応した。実際に整形外科専用の器具を用い
スクリューを挿入することで、各固定法の原理と
馬の長骨骨折の固定法を理解することが可能で
あった。

10．病理解剖実習
　病理解剖では古岡教授の指導により廃用馬を用
い、学生自らが各臓器の病理解剖を行った。近年、
日本の大学において馬の病理解剖を行うことは少
なくなりつつある。病理解剖では、各臓器を精査
することにより、これまでの臓器別の実習で学習
した各疾患の病態の理解が深まるため、高い教育
効果が認められた。

11．臨床推論
　臨床推論では、臨床症例課題について 4 名 1
班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真 16）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断・治療・
予防・予後診断の考え方を学ぶとともに、各グルー
プ参加学生間のコミュニケーション形成につな

がった。本プログラムはカリフォルニア大学
Davis 校で採用されているフォーマットを改良し
て用いており、発表を取り入れることで、より高
い教育効果が認められた。

結語
　現在、馬臨床学は獣医学コア・カリキュラムに
含まれているため、全国の獣医系大学において必
須の科目となっている。一方、馬の臨床実習教育
のためには大型診療施設、飼育施設、糞尿処理施
設、設備、備品、環境を整える必要があるほか、
教育する人材も必須となる。今後、これらの整備
を行い、環境の整った大学より馬臨床教育を充実
させていくことが、日本の獣医系大学の国際水準
達成の重要なポイントといえる。本実習（写真
17）が、馬を理解する獣医師の養成になり、最
終的に「馬の福祉」へとつながれば幸いである。
　本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された。ご協力賜りました関係各位に
感謝申し上げる。

写真 11　跛行診断実習（読影法）の様子
症例のレントゲン写真をグループで読影し、最後に全体ディ
スカッションを行った。

写真 14　麻酔実習ならびに開腹手術実習の様子
全身吸入麻酔下で馬の開腹手術手技（腹腔探査、結腸骨盤曲
切開）を学習した。合わせて馬の倒馬方法、麻酔管理方法、
補助起立方法、術後管理方法について学習した。

写真 12　跛行診断実習（関節鏡）の様子
屠体肢を用いた関節鏡手術の基本を学習した。

写真 13　跛行診断実習（CT検査）の様子
CT 画像読影に必要な基本と臨床症例について学習した。
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はじめに
　日本の獣医系大学では、国際的水準の獣医専門
職の人材を輩出することを目標にして、獣医学モ
デル・コアカリキュラム、共通テキスト、共用試験、
参加型臨床実習などの総合的な教育改革を推進し
ている。一方、国際社会より人畜共通感染症や国
際家畜感染症の感染防御の確立、食の安全などが
求められている。このため、日本の大学において
も国際水準の教育プログラムを導入し、欧米の獣
医学教育認証の取得に向けた機運が高まってい
る。獣医学国際認証に必要な要素の一つとして「馬
臨 床（Equine Surgery, Equine Internal Medicine, 
Equine Reproduction, Equine Radiology）」教育の
実施が重要とされている。これは生物学を基礎と
する獣医学の各分野が馬を対象に発展してきた歴
史があり、馬文化の盛んな欧米諸国では小動物、
大動物（主に牛、山羊、羊など）に加えて馬を獣
医学教育プログラムの三本柱としているためであ
る。従来、帯広畜産大学では大学周辺の地域特性
を活用して、積極的に馬臨床の教育に取り組んで
おり、家畜衛生対策推進協議会主催の臨床実習支
援事業を通じて他大学の学生にも同様の教育を実
施してきた。第 6 回公開総合臨床実習は、平成
26年9月1日（月）から9月5日（金）までの期間、
他大学学生 15 名に対して開催した。今回、「馬
臨床」の基礎となる「馬に対する理解」を深める
ことを目的としてナチュラル・ホースマンシップ
実習を新たに企画し、さらに国際認証に向けた取

り班みの一環として Hands-on 臨床実習を取り入
れたので、その概要を紹介する（表 1）。

1．ナチュラル・ホースマンシップ実習
　D-Jランチ代表の持田裕之氏はナチュラル・ホー
スマンシップの第一人者であり、「人が馬に対す
る知識と理解を深めることで、競走馬から乗用馬
まで品質や用途に関係なく、どんな風にでも同じ
ように安全にコミュニケーションをとることがで
きる（D-J ランチホームページより）」を基本理
念に掲げ、北海道帯広市にある乗馬クラブ（D-J
ランチ）を起点にして、全国の競馬関係者、乗馬
関係者などを対象に講演や実習を開催している。

今回、ウエスタンスタイルの調教が施された
クォーターホースを用いて実演ならびに参加学生
による乗馬練習が行われた。ナチュラル・ホース
マンシップでは、馬はリーダーが群れの方向とス
ピードをコントロールして周囲に快適を与えるの
で、人がリーダーになることで馬は快適に動ける
と説明されている。また、人と馬とのコミュニケー
ションは、馬がバランスをとって動くうえで重要
であり、そのコミュニケーションをとるためには
馬をリラックスさせる必要がある。このため、馬
がリラックスしたボディーランゲージ（頭を下げ
る、大きく息を吐く、瞬きをするなど）を知って
おくことも重要である。実演では、調馬策を用い
ることなく目線で馬にプレッシャーを与えること
により横移動や障害飛越をさせると、参加学生か
ら感嘆の声が漏れた（写真１）。一般に、鞭は馬
を制御するものと考えられているが、持田氏は鞭
による愛撫方法を提示することで鞭は遠くに届く
手にもなりえることを説明していた。後に、「目
から鱗が落ちた」と、多くの学生が感想を述べて
おり、「誰に教わったではなく、自分でできなけ
ればならない」とする持田氏の持論は学生の胸に
着実に響いたようであった。今回のナチュラル・
ホースマンシップ実習は、獣医学教育科目として
は「アニマルハンドリング」に含まれるプログラ
ムに相当しており、小動物、大動物、中型動物（羊、
豚）などに加え、馬の特性を理解するための臨床
導入実習としては教育効果の高い内容となった。

今回、このような貴重な体験を与えていただいた
持田氏に衷心より感謝申し上げる。

2．臨床診断法の基礎
　学内の飼育馬（クォーターホース、道産子など）
を用いた臨床診断法の実習では、馬の臨床で必要
となる稟告聴取と身体検査の基本（保定、視診、
聴診、打診、触診など）を学ぶことを到達目標に
した（写真 2）。4 人 1 班で馬の身体検査を行い、
所見をホワイトボードに記載してもらい、所見ご
とに全体でディスカッションを行った。臨床実習
中にディスカッションの時間を取り入れること
で、学生は自分の見落としていた所見に気づくこ
ともでき、身体検査の理解を深めることができた。
実習用飼育馬を保有していない場合には馬術部の
馬を使用して臨床実習することも可能であるが、
突発的な事故を防止するうえで馬保定を熟知した
者が馬 1頭につき 1名必要である。

3．眼科実習
　眼科では眼科疾患の診断に必要となる視力検
査、スリットランプ検査、眼底検査、眼圧検査、
フルオロセイン染色検査、局所麻酔法、鼻涙管洗
浄法、点眼法などについてサラブレッド種実習馬
と模型を用いて実習した（写真 3,  4）。4 名 1 班
で 4ブース（模型を用いた眼底検査、屠体豚眼を
用いたスリットランプ検査と眼圧検査、屠体馬頭
を用いた感覚神経・運動神経の局所麻酔法、馬を
用いた眼底検査）を移動してHands-on臨床トレー
ニングを実施した。眼底検査の間接法では、模型

を用いて器具の扱いを学んだ後に馬を用いて練習
することで視神経乳頭の検査を行えるようになっ
た。眼科手術では、１名ずつ屠体豚眼を用いて眼
科手術の基本となる角膜縫合、結膜フラップ、点
眼留置法、眼瞼縫合などについて学習した。角膜
縫合ならびに結膜フラップは眼科手術の基本手技
が多く含まれるとされており、眼科の Hands-on
臨床トレーニングプログラムに含まれている。眼
科実習では高額な診断検査器機やマイクロサー
ジェリー器具などを人数分そろえる必要があり、
器機の取り扱いについては充分な説明を行う必要
があった。

4．循環器実習
　循環器では非常勤講師として兼子樹廣先生（元
軽種馬育成調教センター）を招聘し、サラブレッ
ドの心臓疾患について講義を拝聴した後、猪熊教

授および松本准教授により心電図、心音図および
心エコー検査の手技を学んだ（写真 5）。4～ 5
名 1 班で 3 ブース（馬の心音・心電図検査、馬
の心エコー検査、屠体心臓の病理解剖）を移動し
て Hands-on 臨床トレーニングを実施した（写真
5,  6）。馬の心電図、心音図および心エコー検査
に加えて、屠体心臓の解剖を行うことで心臓の機
能と形態を総合的に理解することができた。

5．呼吸器実習
　呼吸器実習では、主に内視鏡を用いて上部気道
の観察や気管支肺胞洗浄などの Hands-on 臨床ト
レーニングを行った。4名1班で4ブース（トレー
ニングボックスを用いた内視鏡操作方法、実習馬
を用いた咽喉頭の観察、屠体頭を用いた喉嚢観察、
屠体頭を用いた円鋸術）を移動して学習した（写
真 7）。内視鏡を用いたHands-on 臨床トレーニン
グは学生の集中度が高く、特にトレーニングボッ

クスを用いた内視鏡操作は学生に人気の高いプロ
グラムであった。実習馬を使用した内視鏡検査で
は、保定者の立ち位置や馬が暴れた際の対処方法
について学ぶことも重要であった。蓄膿症の手術
である円鋸術については、屠体頭を用いて手術操
作を行うことで副鼻腔疾患を深く理解することが
できた。呼吸器実習の Hands-on 臨床トレーニン
グには実習用内視鏡を班ごとに準備する必要があ
り、初期投資の高い分野といえる。近年、軟性内
視鏡と硬性内視鏡をコンパクトにまとめた製品も
販売されており、これらを有効活用することで高
い教育効果が認められた。

6．繁殖検診実習
　繁殖検診実習では、周辺の重種馬生産農家にご
協力いただき、松井准教授、南保教授指導のもと
屠畜子宮卵巣材料を用いた超音波検査の手技を学

習した後、重種馬の直腸検査を体験した（写真 8, 
9）。直腸検査は生殖器疾患のみならず、消化器疾
患診断にも大変重要な手技であるため、学部教育
の中で基本手技を学んでおくことは重要であっ
た。

7．運動器実習
　運動器実習は、学内飼育馬を用いて、跛行診断、
レントゲン撮影、骨関節疾患の読影、超音波検査
について手技を学習した後、屠畜肢を用いた診断
麻酔、関節鏡手術、腱鞘鏡手術、局所解剖などを
行った（写真 10, 11, 12, 13）。4名 1班で 4ブー
ス（いずれも屠畜肢を用いた診断麻酔および局所
解剖、手根骨間関節の関節鏡、遠位指滑液鞘の腱
鞘鏡、屈腱の超音波検査）を移動して学習した。
診断麻酔後に同部位を解剖することで、骨および

関節の構造のみならず、神経、腱、靱帯、腱鞘な
どの構造について深い理解が得られた。特に、深
指屈腱が第三指骨に終始することを縦断面でみせ
ることは、馬の蹄葉炎の蹄骨ローテションの発生
機序を理解するうえで効果的であった。今年度、

腱鞘鏡と関節鏡を Hands-on 臨床トレーニングと
して加え、レントゲン画像、超音波画像、内視鏡
画像ならびに解剖を視覚的に組み合わせることで
理解を深めることができた。また、ＣＴ画像診断
法では、山田教授の指導により、馬のＣＴ検査法
について基礎と臨床症例について学習した。今後、
馬の MRI 検査や核シンチグラフィー検査を加え
た画像診断学の基礎を大学で教育することは、国
際水準を目指す獣医学教育を実施するうえで重要
といえる。

8．消化器実習
　消化器実習では全身吸入麻酔下において開腹手
術（結腸骨盤曲切開）を実施した。開腹手術では、
腹腔探査のポイント（盲腸、回腸、空腸、十二指腸、
胃、結腸、脾臓、腎臓、腎脾間膜、網嚢孔など）、
骨盤曲切開、腸管縫合法、腹壁縫合法などを学習
した（写真 14, 15）。また、全身吸入麻酔では、
スイングドアを用いた倒馬、ベンチレーターを用
いた呼吸管理、顔面動脈での観血的動脈血圧測定
や動脈血液ガス分析、エアマットを用いた神経筋
麻痺の防止、スリングを用いた補助起立、術後管
理方法（持続点滴等）などについて学習した。馬
を用いた消化器実習としては、経鼻胃チューブ、
腹水採取、直腸検査、超音波検査、胃内視鏡など
が基本手技として重要であり、これらの
Hands-on 臨床トレーニングの改善を図る予定で
ある。

9. 整形外科実習
　整形外科実習では大動物外科における骨折の診
断治療法について概説した後、骨折整復の基礎と
なるＡＯ法の原則に基づいた Lag 法、ダイナミッ
クコンプレッションプレート（DCP）、ロッキン
グコンプレッションプレート（ＬＣＰ）について
屠畜肢を用いて学習した（写真 15）。ＬＣＰ器材
は比較的高額なため、Hands-on 臨床トレーニン
グを実践するうえで工業用器材の導入も含めて柔
軟に対応した。実際に整形外科専用の器具を用い
スクリューを挿入することで、各固定法の原理と
馬の長骨骨折の固定法を理解することが可能で
あった。

10．病理解剖実習
　病理解剖では古岡教授の指導により廃用馬を用
い、学生自らが各臓器の病理解剖を行った。近年、
日本の大学において馬の病理解剖を行うことは少
なくなりつつある。病理解剖では、各臓器を精査
することにより、これまでの臓器別の実習で学習
した各疾患の病態の理解が深まるため、高い教育
効果が認められた。

11．臨床推論
　臨床推論では、臨床症例課題について 4 名 1
班でディスカッションをし、最終的にスライド作
成ならびに発表会を実施した（写真 16）。症例に
対するディスカッションを通じて、診断・治療・
予防・予後診断の考え方を学ぶとともに、各グルー
プ参加学生間のコミュニケーション形成につな

がった。本プログラムはカリフォルニア大学
Davis 校で採用されているフォーマットを改良し
て用いており、発表を取り入れることで、より高
い教育効果が認められた。

結語
　現在、馬臨床学は獣医学コア・カリキュラムに
含まれているため、全国の獣医系大学において必
須の科目となっている。一方、馬の臨床実習教育
のためには大型診療施設、飼育施設、糞尿処理施
設、設備、備品、環境を整える必要があるほか、
教育する人材も必須となる。今後、これらの整備
を行い、環境の整った大学より馬臨床教育を充実
させていくことが、日本の獣医系大学の国際水準
達成の重要なポイントといえる。本実習（写真
17）が、馬を理解する獣医師の養成になり、最
終的に「馬の福祉」へとつながれば幸いである。
　本実習は家畜衛生対策推進協議会の獣医療提供
体制整備推進総合対策事業（臨床実習等支援事業）
として実施された。ご協力賜りました関係各位に
感謝申し上げる。

写真 15　整形外科実習の様子
屠体肢を用いて Lag 法、DCP 固定法、LCP 固定法を学習した。

写真 16　臨床推論の様子

写真 17　第 6回公開総合臨床実習参加者 15名

各症例について 3～ 4 名 1 班で 2 日間ディスカッションを行
い、最後に発表を行った。
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時事解説
「備えあれば憂い無しということを知ること」ア
ブラハム・タッカー（「自然の光明」1768）

　ちょうど今日（9 月上旬）、2014 年最初のウエ
ストナイルウイルス（WNV）脳炎のウマの症例
がケンタッキーで確認された。5 歳の牝馬が重度
の神経症状を呈し、安楽殺となった。このウマに
はWNV予防接種歴がなかった。
　安楽殺と死体の処分に掛かった費用は、WNV
ワクチンよりもはるかに高くついた。
　しかしながら、安全かつ有効なワクチンが存在
する他の疾病についても、ケンタッキー州だけで
はなく全米いたるところで毎年、同様の話は起
こっている。
　ウエストナイルウイルスは、1937 年にアフリ
カで最初に発見された。しかしながら、本疾病が
海外の動物疾病であることから、1999 年以前に
おいては、ほとんどのアメリカ人は知る由もな
かった。誰も本疾病について心配することはな
かった。最初の症例がニューヨークで診断される
までは、結局は対岸の火事であり、他人の問題で
あると…。
　蚊が媒介する本疾病が米国中に広がり、ウマの
病気や死亡原因となることが明らかとなったこと
で、ようやく研究者達は本疾病の予防に向かって
利用可能な情報を収集することとなった。2001
年までに、米国内のウマに認可 WNV ワクチンが
利用できるようになり、その後続いて他のウマ用
WNV ワクチンも生産されるようになった。1999
年以降、毎年ヒトの症例が確認されているにも関
わらず、現在までに米国ではヒト用 WNV ワクチ
ンは認可されていない。疾病管理予防センターに
よると、2013 年には 2,469 人の WNV 症例が米
国で確認された。

　Equine Disease Quarterly の読者にとって、本号
で取り上げたピシウム感染症並びにリーシュマニ
ア症は、馴染みがないかもしれない。しかしなが
ら、両疾患とも米国内で発生している。WNV が
教訓となったように、ある州やある国において稀
な疾患だからといって、ウマのオーナーは注意や
警戒をしなくともよい、とういうわけではない。
競走、繁殖および売買のために、ウマは国内や世
界中を迅速に移動し、世界はいまや小さくなって
いると言える。
　臨床徴候に気付き、獣医師を呼ぶウマのオー
ナーは、あらゆる疾病監視における屋台骨と言え
る。研究は、疾病の診断、治療ならびに予防を改
善するための礎である。
　2014 年の春以前には、北米の人々は、エボラ
ウイルスについて、1990 年代にヒットしたリ
チャード・プレストン著の「ホット・ゾーン」か
ら得た知識しかなかった。西アフリカにおいて、
エボラ出血熱の流行によって多くの人々が苦し
み、彼らの命が奪われていることが毎夜のニュー
スで取り上げられており、本疾病は新たな意味を
持つようになっている。
　ウマはエボラウイルスには感染しないが、この
致死的疾病の治療に用いられる抗体（訳注：従来
はカスが抗血清作製に用いられた。）の生産にタ
バコが用いられるなどと、誰が考え付いたであろ
うか（訳注：タバコにエボラウイルスに対するモ
ノクローナル抗体の遺伝子を導入し、タバコの葉
から抽出した抗体を３種類混合した治療薬が開発
されている。現時点では未承認であるが、他の未
承認薬とともに重症患者に緊急投与された）。本
疾病が流行する以前、このような研究は費用の無
駄と考えられがちであったが、今では本分野の治
療と予防に関する研究の更なる進展に、悲劇を止
めるための望みをかけることができる。

　今日の他人の問題が、明日には自身の問題にな
り得るという議論の余地のない事実が考慮される
ことなく、自身のウマに直接影響を及ぼさない稀
な疾病、あるいはいわゆる外来病（exotic 
disease）に関する情報収集や研究はないがしろ
にされがちである。
連絡先：
Dr. Roberta Dwyer, (859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2014 年第 2四半期 *
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　第 2 四半期中に、アフリカ馬疫が南アフリカ
で 2例発生した。発生が確認されたのは、西ケー
プ州にある保護／監視区域だった。
　米国テキサス州において、水胞性口炎が 5 月
23 日に再発生した。感染はニュージャージー株
によるもので、テキサス州の 4 地域の 7 施設の
ウマにおいて確認された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。デンマークでは
2 カ所の乗馬施設に発生した。その他の国の発生
状況は、フランスで 13 件、ドイツで 5 件、スイ
スで 2 件、英国で 2 件、米国では 15 州において
多数の発生が認められた。
　馬インフルエンザが、フランス（2 件）および
米国（テキサス州で 1件）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス 1型（EHV-1）および 4型
（EHV-4）に関連する疾患が、アルゼンチン、フ
ランス、ドイツ、日本、イギリスおよび米国で発
生した。EHV-1 に起因する呼吸器疾患が、フラ
ンス（9 件）、ドイツ（5 施設で散発的に発生）、
イギリス（3 件の小規模発生、その内 2 件は腺疫
との混合感染）および米国の多数の州で発生した。
　アルゼンチン、フランス、ドイツ、日本、イギ
リスおよび米国では、EHV-1 による流産あるい

は新生子馬の死亡が確認された。発生例数／発生
件数は様々であり、アルゼンチンでは 1件発生し
たのに対して、フランスで 5件、ドイツでは流産
1 例および新生子馬の死亡が 1 例、日本では子馬
の死亡 1 例、イギリスでは 3 施設でそれぞれ単
独発生、そして米国ではケンタッキー州で７例発
生した。
　EHV-1 に関連した神経疾患が、フランス (1 件 )
および米国（8 州で 10 件）で発生したが、その
ほとんどは EHV-1 の非神経病原性株に起因した
単独の発生であった。
　EHV-4 による呼吸器疾患の散発例が、ドイツ
(5 例 ) およびイギリス（4例）で発生した。
　米国において、EHV-2 および EHV-5 感染症例
が少数、およびウマアデノウイルス感染が 1例発
生した。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発
生した。カナダでは、サスカチュワン州の 10 施
設で 26 例発生した。米国では、カルフォルニア
州およびワイオミング州でそれぞれ散発例が発生
した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、
UAE（風土病）および米国で発生した。米国のカ
ルフォルニア州、フロリダ州およびテキサス州に
おいて、非公認競走に出走するクォーターホース
種の競走馬に Theileria equi 感染が確認され、そ
の一部は EIA ウイルスにも混合感染していた。こ
れら症例のほとんどは輸入馬だった。
　ドイツでは、10 施設において、非サラブレッ
ド種 11 例（菌培養検査で種牡馬 5 例および牝馬
6例が陽性）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で 2 例
確認された。
　馬ウイルス性動脈炎がフランスおよびドイツの
種牡馬で 1 例ずつ確認された。米国のケンタッ
キー州では、ノカルジア胎盤炎による流産が 1例
発生した。
　サルモネラ症がドイツおよびスイスでそれぞれ
1例発生した。米国では、少数の発生が確認され、
そのうち B 群サルモネラ菌による感染が 7 例、C
１群の菌株による感染が 2例だった。
　C. difficile トキシン A およびトキシン B による

クロストリジウム腸炎が米国で散発的に発生し
た。更に、C. difficile トキシン A による腸性毒血
症も数例で確認されている。
　東部ウマ脳脊髄炎が米国で 13 例発生し、その
ほとんどはフロリダ州であった。アラバマ州では、
ウエストナイルウイルス脳炎がウマに 1 例発生
した。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州で 1例発生した。
　ロドコッカス症が米国全土で多数発生した。ド
イツおよびスイスでは、それぞれ 1 例のウマア
ナプラズマ症が確認され、日本では破傷風が 1
例発生した。
　
＊オーストラリアは第 1四半期報告書より
 
馬のピシウム感染症
　温暖な気候、湿潤な土壌、そして水生植物の三
つが揃うと、Pythium insidiosum（訳注：Pythium
属は卵菌類に属する真菌で、多くは水中に生息す
るが土壌中にも生息。植物に感染する種もある）
が 増 殖 し、定 着 し や す く な る。Pythium 
insidiosum は、植物に対する病原体であるが、
時々、哺乳類や鳥類でも感染がみられる。ウマの
本疾病（ピシウム感染症）は、世界的に分布して
おり、国ごとにそれぞれ異なる名称で知られてい
る：インドでは「bursatte」、オーストラリアと
米国では「leeches」あるいは「swamp cancer」、
そしてブラジルでは「feridada moda」と呼ばれ
ている。
　ウマでは、本菌は主に皮膚および皮下織に潰瘍
性、肉芽腫性病変を引き起こす。 P. insidiosum は、
他の動物においても消化管型、眼病型、および、
散在型の疾病を引き起こす。
　ウマにおいて皮膚病変は、四肢、胸部および腹
部といった P. insidiosum の遊走子（感染性の発
育期）を含んでいる水と直接接触する部分におい
てより頻発する。遊走子は、傷の無い皮膚を貫通
して侵入することができないとされているが、蚊
の刺傷のような小さな損傷部位からも十分に侵入
できると考えられている。ウマについては、P. 
insidiosum による病変部位と吸血昆虫による刺傷

部位との関係性が証明されてきた。
　ピシウム感染症の発症機序は完全には解明され
ていないが、15～ 20 日の潜伏期間の後、ウマ
では、瘻孔からの漿液血液状の浸出液を特徴とす
る肉芽腫性、潰瘍性病変を形成するのが一般的で
ある。また、病変部は「kunkers」と呼ばれる実
質性かつ壊死性の灰色物質を含む。これらの
kunkers 内には、生きた菌糸（微細構造体）が生
存しており、ピシウム感染症をウマのサルコイド、
扁平上皮癌、肉芽組織やその他の疾患と鑑別する
際に重要である。
　ピシウム感染症は伝染性ではない。しかし、干
ばつ期には、慢性消耗性疾患の動物が、絶えず環
境中に kunkers を排出することによって、菌の生
活環の維持に役立っている可能性がある。近年、
本疾病がヒトの風土病となっている地域におい
て、湿潤な土壌から P. insidiosum の DNA が検出
されている。
　病気にかかりやすいウマ側の要因は不明である
が、沼地あるいは浸水した土地では本菌と接触す
るリスクが増加する。世界で最もウマのピシウム
感染症が流行している地域と考えられているブラ
ジルのパンタナール湿地において疫学調査が行わ
れ、その平均有病率は 5％だった。ブラジルでは
雨期は夏にあたるが、環境中での菌の増殖に適し
ており、症例数は顕しく増加する。
　ピシウム感染症の主な治療法は、病変組織の根
治的外科的切除、化学療法および免疫療法の組み
合わせによるため、本症の早期診断は、良好な予
後と直接的に相関する。しかしながら予防は困難
である。本菌の感染や免疫療法はいずれも、長期
にわたる防御抗体産生をもたらさない。それゆえ、
温暖な季節には湿地環境を避ける、血様漿液状の
浸出液を伴った治療に反応しにくい進行が急な創
傷は注意深く観察する、といった管理が必要であ
る。
連絡先：
Dr. Carlos E. Pereira dos Santos
cep.vet@ig.com.br
carloseduardo@ufmt.br
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá ‒ MT, Brazil

Dr. Régis A. Zanette
regnitro@yahoo.com.br
Dr. Janio Morais Santurio
janio.santurio@gmail.com
Federal University of Santa Maria
Santa Maria ‒ RS, Brazil

マイコトキシンの重要性に関する現在の考え
　マイコトキシンはカビ（真菌）によって産生さ
れる有毒な代謝物質である。飼料中のマイコトキ
シンがもたらす経済的な重要性は、飼料中のマイ
コトキシンレベル測定のための分析方法の進歩と
ともに、理解されるようになった。
　アフラトキシンは、主に Aspergillus flavus およ
び A. parasiticus によって産生されるマイコトキ
シンであり、これらの菌種は高温多湿の環境下で
増殖する熱帯性あるいは亜熱帯性の真菌であると
考えられている。
　多くの民間研究所では、アフラトキシンの 4
つの化学形を同時に測定することができる。ウマ
は他の動物種と同様、飼料中のアフラトキシンに
対して非常に感受性が強い。アフラトキシンは主
に肝臓が標的臓器であり、肝細胞の壊死および肝
癌を誘発する可能性がある。
　しかし世界的にみると、フサリウム属のマイコ
トキシンは、これまでに数百種類同定されており、
より普遍的である。フサリウム属のマイコトキシ
ン中毒症の研究は、アフラトキシン中毒症の研究
と比較するとかなり複雑である。フサリウム属の
真菌は、北アメリカと、ヨーロッパ、アジアおよ
び南アメリカの多部分をしめる温帯地域の土壌内
に生息する。最も一般的なフサリウム属のマイコ
トキシンは、DON（化学名デオキシニバレノール
あるいは一般名ボミトキシンとしても知られてい
る）、ゼラレノン、フモニシンとフザリン酸である。
　フサリウム属のマイコトキシン（主に DON）
に汚染されている穀物混合飼料によって、舎飼い
の牝馬において濃厚飼料の摂取量の減少が見ら
れ、さらに肝障害の所見も認められたということ
が報告されている。運動療法の負荷により、濃厚
飼料の摂取量は増加したものの、その後体重は減
少した。

　ウマは、特に飼料中のフモニシンに対して感受
性が高く、白質脳軟化症により死に至る場合があ
る。この脳疾患は、「moldy corn poisoning（か
びの生えたとうもろこしによる中毒症）」として、
より一般的に知られている。
　飼料中のマイコトキシンに関して、現在最も重
要な論点になっているのは、抱合型あるいは
「masked（被われた）」マイコトキシンという考
え方である。これらは、収穫前の飼料に付着した
カビが産生し、その後そのカビが付着した植物に
よって化学的に修飾されたマイコトキシンであ
る。これらの修飾型マイコトキシンは有毒である
と考えられているが、現在ほとんどの民間研究所
によって使われる分析法では検出することができ
ない。科学者達はさまざまな方法を駆使し、これ
らの化合物の重要性について精力的に研究してい
る。
　近年、飼料中のマイコトキシン汚染の頻度が増
加しているように見える。これは、ひとつには異
常気象によって作物の発育条件が悪化したことに
起因している可能性がある。北アメリカでは、
2012 年はとうもろこし生産地においてひどい干
ばつが起きた 1年だった。フモニシン汚染レベル
は異常に高く、過去にフモニシン汚染がほとんど
ない地域においても、とうもろこしのフモニシン
検出量は顕著であった。
　マイコトキシン検出のため分析法を改良して行
くことは、汚染された飼料や牧草に対するウマの
暴露を最小限にするために必要である。
連絡先：
Dr. Trevor K. Smith, (519) 824-4120
tsmith@uoguelph.ca
Department of Animal and Poultry Science
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada

ウマの皮膚リーシュマニア症
　リーシュマニア症は、偏性細胞内寄生原虫であ
る Leishmania 属に起因する人獣共通感染症であ
る。Leishmania 属には、地域によって異なる 30
以上の種が知られている。 本症は、東半球および
西半球の熱帯ないし亜熱帯地方の多くにおいて風

土病となっており、ヒトやイヌでの発病がよく報
告されている。ヒトのリーシュマニア症は、皮膚
型、皮膚粘膜型あるいは内蔵型の病変がみられる。 
内臓リーシュマニア症は、世界的に見ると寄生虫
疾患による死因の第 2 位である。臨床症状は、
発熱、貧血、下痢、皮膚の黒化、脾臓や肝臓の腫
大およびリンパ節腫脹などがある。
　イヌは家畜のなかでも最も罹患しやすく、本疾
病の保有宿主となっている可能性がある。 イヌの
リーシュマニア症には、内臓型、眼病型、皮膚型
がある。本疾病は、米国ではフォックスハウンド
（狐狩り用猟犬）で最も重要であるが、流行地域
おいては全犬種が罹患する。
　皮膚リーシュマニア症は、世界中のウマに報告
がある。病変は、頭部、外耳部、陰嚢、四肢およ
び頚部の小結節として最もよく見られる。これら
の小結節は潰瘍化し、しばしば外耳部のプラーク
（粥腫）または肉芽腫と間違われることがある。
ウマにおける内臓病変の報告は、それほど多くな
かった。
　L. infantum は、ドイツ、スペインおよびポル
トガルにおけるウマの皮膚リーシュマニア症の病
原体として報告されている。 近年、中央ヨーロッ
パで、L. siamensis（従来は、ヒトの内蔵リーシュ
マニア症の病原体として報告された）感染が 4
例のウマで確認された。南米では、L. braziliensis
が、ウマにおける病原体であると確認されている。
米国では、主に国際的な輸送歴を有するウマにお
いて、リーシュマニア症が散発的に確認されてい
る。しかしながら、最近フロリダ州において、2
例のウマが L. siamensis に起因する皮膚リーシュ
マニア症と診断された。
　リーシュマニアに感染する全ての哺乳類におい
て、その感染様式はサシチョウバエ類による媒介
と考えられている。東半球では Phlebotomus 属、
西半球では Lutzomyia 属が主なベクターである。
リーシュマニアは、雌のサシチョウバエが吸血す
る際に、唾液を介して体内に侵入する。
　ウマの皮膚リーシュマニア症は、病変部の押捺
標本または生検によって、マクロファージ内に原
虫を確認することで診断されることが多い。確定
診断や種の同定をするために、ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）とシークエンス分析を用いることが
できる。内部翻訳スペーサー領域 1（ITS1）をター
ゲットにした PCR 検査は、感度が最も高い。
　ウマの病変部は、しばしば self-limiting（訳注：
治療しなくても長期的には症状が落ち着き、回復
に向かう傾向）であるが、治療法として外科的切
除やアンホテリシン、フルコナゾール、五価アン
チモン化合物などの薬物療法がある。五価アンチ
モン化合物（スチボグルコン酸ナトリウムまたは
アンチモン酸メグルミン）がヒトにおける標準的
な治療薬で、ウマにおいても使われてきたが、こ
れらの薬物には潜在的に重篤な副作用があり、米
国では使用できない。 病変はしばしば自然に退行
するために、治療法の有効性を評価するのは困難
となる。
　ウマの国際的な輸送が増加するのに伴い、皮膚
小結節を認めるウマすべてで、リーシュマニア症
は考慮すべき疾病となっている。ウマは本症に
よって死亡することはないものの、ヒトに伝播し
うる種の Leishmania に感染している可能性もあ
る。
連絡先：
Dr. Sarah Reuss, (352) 294-4336
sreuss@ufl.edu
University of Florida
College of Veterinary Medicine
Gainesville, Florida

最新鋭の画像診断法
　筋骨格系の傷害後におけるリハビリテーション
や回復のための適切な治療計画は、正確な診断や
詳細な病態の把握に基づく。X 線検査や超音波検
査は診断には不可欠であるが、状態によっては正
確に診断できない場合もある。コンピューター断
層撮影法（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）や核シ
ンチグラフィーなどによる高度な診断法は、その
ような症例に有用かもしれない。
　CT では、通常、ウマが動かないように全身麻
酔下で保定される必要がある。本法で描出可能な
領域は、四肢の遠位（手根骨あるいは足根骨から
蹄まで）や頭部である。この画像診断法は、骨に
ついての詳細な情報を提供するため、骨を評価す

るのに最も適しているだけでなく、軟部組織の評
価にも有用である。ウマにおける CT の一般的な
適応は、四肢遠位の骨折や、篩骨部の血腫、嚢胞
や新生物形成に関連する副鼻腔疾患あるいは歯の
異常などが挙げられる。CT によるコントラスト
促進法は、軟部組織内の正常な部位と異常な部位
をより鮮明に区別することができるもう一つの技
法である。この方法では、ヨード造影剤を静脈内
投与することで病態が可視化される。3D-CT も開
発され、傷害を受けた組織をより鮮明に描出する。
この技法は利用に制限が多かったが、更なる改善
により、全身麻酔を必要とせず、ウマを立位で検
査することができる CTシステムが開発された。
　MRI は、ウマを立位で検査することができる低
磁場装置から全身麻酔を必要とする高磁場装置ま
で様々なものがある。装置の構造上の理由により、
ウマにおいて描出できる部位は、四肢の遠位と頭
部に限られてしまう。MRIは CTと同様に、骨、腱、
軟骨や滑膜などの組織を比類なく強調する様々な
連続画像によって生み出された複数の 2 次元の
横断面画像を作り上げる。これらの画像が総合的
に診断されることで、検査部位に関してより詳細
な情報が得られる。MRI の長所は、軟部組織の構
造について詳細な情報を提供し、また他の診断法
では検出することのできない傷害部位を強調する
ことができる能力である。さらに MRI は、様々
な骨の傷害について比類ない情報を提供すること
ができる。MRI を利用することで、ウマの四肢遠
位における傷害について我々の理解は変わった。
そして本法は、競走馬の精密検査において非常に
有用な方法となり得る。
　他の有用な画像技法として核シンチグラフィー
がある。本法は血管（血流）パターン、軟部組織
の炎症や活発な骨リモデリングなどの変化を強調
することができる。限局的な傷害（骨挫傷、疲労
骨折）、退行性変化（飛節内種、趾骨瘤）、限局部
位への過度のストレス（蹄骨炎）、あるいは炎症
や感染症によって骨リモデリングの異常が起こり
得る。これらの状態は、X 線所見に変化が生じる
よりも前にシンチグラフィーによって判明する。
またシンチグラフィーは、急性の繋靭帯炎、仙腸
関節の損傷、蹄や蹄関節部の軟組織や骨の状態、

頚椎変形性関節症、胸腰部棘突起の重複
（「kissing spine（椎骨）」と呼ばれる）、飛節内種、
膝関節の損傷、骨盤骨折、橈骨々折、近位や遠位
の趾骨瘤、軟骨下嚢胞、そして歯の疾患でさえも
診断あるいはその状態を評価するのに有用である
ということを示してきた。
　要約すると、CT、MRI や核シンチグラフィーは、
ウマにより広く利用され始めており、これからも
有用な診断方法であり続けるであろう。これらの
診断法は、ウマの筋骨格系の診断や病態を把握す
る際に、臨床検査や診断麻酔、X 線検査や超音波
検査を補完するものとして用いられる。

連絡先：
Dr. Fred J. Caldwell
caldwfj@auburn.edu
and
Dr. Robert Cole, (334) 844-4490
rcc0025@auburn.edu
Auburn University
College of Veterinary Medicine
Auburn, Alabama
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時事解説
「備えあれば憂い無しということを知ること」ア
ブラハム・タッカー（「自然の光明」1768）

　ちょうど今日（9 月上旬）、2014 年最初のウエ
ストナイルウイルス（WNV）脳炎のウマの症例
がケンタッキーで確認された。5 歳の牝馬が重度
の神経症状を呈し、安楽殺となった。このウマに
はWNV予防接種歴がなかった。
　安楽殺と死体の処分に掛かった費用は、WNV
ワクチンよりもはるかに高くついた。
　しかしながら、安全かつ有効なワクチンが存在
する他の疾病についても、ケンタッキー州だけで
はなく全米いたるところで毎年、同様の話は起
こっている。
　ウエストナイルウイルスは、1937 年にアフリ
カで最初に発見された。しかしながら、本疾病が
海外の動物疾病であることから、1999 年以前に
おいては、ほとんどのアメリカ人は知る由もな
かった。誰も本疾病について心配することはな
かった。最初の症例がニューヨークで診断される
までは、結局は対岸の火事であり、他人の問題で
あると…。
　蚊が媒介する本疾病が米国中に広がり、ウマの
病気や死亡原因となることが明らかとなったこと
で、ようやく研究者達は本疾病の予防に向かって
利用可能な情報を収集することとなった。2001
年までに、米国内のウマに認可 WNV ワクチンが
利用できるようになり、その後続いて他のウマ用
WNV ワクチンも生産されるようになった。1999
年以降、毎年ヒトの症例が確認されているにも関
わらず、現在までに米国ではヒト用 WNV ワクチ
ンは認可されていない。疾病管理予防センターに
よると、2013 年には 2,469 人の WNV 症例が米
国で確認された。

　Equine Disease Quarterly の読者にとって、本号
で取り上げたピシウム感染症並びにリーシュマニ
ア症は、馴染みがないかもしれない。しかしなが
ら、両疾患とも米国内で発生している。WNV が
教訓となったように、ある州やある国において稀
な疾患だからといって、ウマのオーナーは注意や
警戒をしなくともよい、とういうわけではない。
競走、繁殖および売買のために、ウマは国内や世
界中を迅速に移動し、世界はいまや小さくなって
いると言える。
　臨床徴候に気付き、獣医師を呼ぶウマのオー
ナーは、あらゆる疾病監視における屋台骨と言え
る。研究は、疾病の診断、治療ならびに予防を改
善するための礎である。
　2014 年の春以前には、北米の人々は、エボラ
ウイルスについて、1990 年代にヒットしたリ
チャード・プレストン著の「ホット・ゾーン」か
ら得た知識しかなかった。西アフリカにおいて、
エボラ出血熱の流行によって多くの人々が苦し
み、彼らの命が奪われていることが毎夜のニュー
スで取り上げられており、本疾病は新たな意味を
持つようになっている。
　ウマはエボラウイルスには感染しないが、この
致死的疾病の治療に用いられる抗体（訳注：従来
はカスが抗血清作製に用いられた。）の生産にタ
バコが用いられるなどと、誰が考え付いたであろ
うか（訳注：タバコにエボラウイルスに対するモ
ノクローナル抗体の遺伝子を導入し、タバコの葉
から抽出した抗体を３種類混合した治療薬が開発
されている。現時点では未承認であるが、他の未
承認薬とともに重症患者に緊急投与された）。本
疾病が流行する以前、このような研究は費用の無
駄と考えられがちであったが、今では本分野の治
療と予防に関する研究の更なる進展に、悲劇を止
めるための望みをかけることができる。

　今日の他人の問題が、明日には自身の問題にな
り得るという議論の余地のない事実が考慮される
ことなく、自身のウマに直接影響を及ぼさない稀
な疾病、あるいはいわゆる外来病（exotic 
disease）に関する情報収集や研究はないがしろ
にされがちである。
連絡先：
Dr. Roberta Dwyer, (859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2014 年第 2四半期 *
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　第 2 四半期中に、アフリカ馬疫が南アフリカ
で 2例発生した。発生が確認されたのは、西ケー
プ州にある保護／監視区域だった。
　米国テキサス州において、水胞性口炎が 5 月
23 日に再発生した。感染はニュージャージー株
によるもので、テキサス州の 4 地域の 7 施設の
ウマにおいて確認された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。デンマークでは
2 カ所の乗馬施設に発生した。その他の国の発生
状況は、フランスで 13 件、ドイツで 5 件、スイ
スで 2 件、英国で 2 件、米国では 15 州において
多数の発生が認められた。
　馬インフルエンザが、フランス（2 件）および
米国（テキサス州で 1件）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス 1型（EHV-1）および 4型
（EHV-4）に関連する疾患が、アルゼンチン、フ
ランス、ドイツ、日本、イギリスおよび米国で発
生した。EHV-1 に起因する呼吸器疾患が、フラ
ンス（9 件）、ドイツ（5 施設で散発的に発生）、
イギリス（3 件の小規模発生、その内 2 件は腺疫
との混合感染）および米国の多数の州で発生した。
　アルゼンチン、フランス、ドイツ、日本、イギ
リスおよび米国では、EHV-1 による流産あるい

は新生子馬の死亡が確認された。発生例数／発生
件数は様々であり、アルゼンチンでは 1件発生し
たのに対して、フランスで 5件、ドイツでは流産
1 例および新生子馬の死亡が 1 例、日本では子馬
の死亡 1 例、イギリスでは 3 施設でそれぞれ単
独発生、そして米国ではケンタッキー州で７例発
生した。
　EHV-1 に関連した神経疾患が、フランス (1 件 )
および米国（8 州で 10 件）で発生したが、その
ほとんどは EHV-1 の非神経病原性株に起因した
単独の発生であった。
　EHV-4 による呼吸器疾患の散発例が、ドイツ
(5 例 ) およびイギリス（4例）で発生した。
　米国において、EHV-2 および EHV-5 感染症例
が少数、およびウマアデノウイルス感染が 1例発
生した。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発
生した。カナダでは、サスカチュワン州の 10 施
設で 26 例発生した。米国では、カルフォルニア
州およびワイオミング州でそれぞれ散発例が発生
した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、
UAE（風土病）および米国で発生した。米国のカ
ルフォルニア州、フロリダ州およびテキサス州に
おいて、非公認競走に出走するクォーターホース
種の競走馬に Theileria equi 感染が確認され、そ
の一部は EIA ウイルスにも混合感染していた。こ
れら症例のほとんどは輸入馬だった。
　ドイツでは、10 施設において、非サラブレッ
ド種 11 例（菌培養検査で種牡馬 5 例および牝馬
6例が陽性）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で 2 例
確認された。
　馬ウイルス性動脈炎がフランスおよびドイツの
種牡馬で 1 例ずつ確認された。米国のケンタッ
キー州では、ノカルジア胎盤炎による流産が 1例
発生した。
　サルモネラ症がドイツおよびスイスでそれぞれ
1例発生した。米国では、少数の発生が確認され、
そのうち B 群サルモネラ菌による感染が 7 例、C
１群の菌株による感染が 2例だった。
　C. difficile トキシン A およびトキシン B による

クロストリジウム腸炎が米国で散発的に発生し
た。更に、C. difficile トキシン A による腸性毒血
症も数例で確認されている。
　東部ウマ脳脊髄炎が米国で 13 例発生し、その
ほとんどはフロリダ州であった。アラバマ州では、
ウエストナイルウイルス脳炎がウマに 1 例発生
した。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州で 1例発生した。
　ロドコッカス症が米国全土で多数発生した。ド
イツおよびスイスでは、それぞれ 1 例のウマア
ナプラズマ症が確認され、日本では破傷風が 1
例発生した。
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馬のピシウム感染症
　温暖な気候、湿潤な土壌、そして水生植物の三
つが揃うと、Pythium insidiosum（訳注：Pythium
属は卵菌類に属する真菌で、多くは水中に生息す
るが土壌中にも生息。植物に感染する種もある）
が 増 殖 し、定 着 し や す く な る。Pythium 
insidiosum は、植物に対する病原体であるが、
時々、哺乳類や鳥類でも感染がみられる。ウマの
本疾病（ピシウム感染症）は、世界的に分布して
おり、国ごとにそれぞれ異なる名称で知られてい
る：インドでは「bursatte」、オーストラリアと
米国では「leeches」あるいは「swamp cancer」、
そしてブラジルでは「feridada moda」と呼ばれ
ている。
　ウマでは、本菌は主に皮膚および皮下織に潰瘍
性、肉芽腫性病変を引き起こす。 P. insidiosum は、
他の動物においても消化管型、眼病型、および、
散在型の疾病を引き起こす。
　ウマにおいて皮膚病変は、四肢、胸部および腹
部といった P. insidiosum の遊走子（感染性の発
育期）を含んでいる水と直接接触する部分におい
てより頻発する。遊走子は、傷の無い皮膚を貫通
して侵入することができないとされているが、蚊
の刺傷のような小さな損傷部位からも十分に侵入
できると考えられている。ウマについては、P. 
insidiosum による病変部位と吸血昆虫による刺傷

部位との関係性が証明されてきた。
　ピシウム感染症の発症機序は完全には解明され
ていないが、15～ 20 日の潜伏期間の後、ウマ
では、瘻孔からの漿液血液状の浸出液を特徴とす
る肉芽腫性、潰瘍性病変を形成するのが一般的で
ある。また、病変部は「kunkers」と呼ばれる実
質性かつ壊死性の灰色物質を含む。これらの
kunkers 内には、生きた菌糸（微細構造体）が生
存しており、ピシウム感染症をウマのサルコイド、
扁平上皮癌、肉芽組織やその他の疾患と鑑別する
際に重要である。
　ピシウム感染症は伝染性ではない。しかし、干
ばつ期には、慢性消耗性疾患の動物が、絶えず環
境中に kunkers を排出することによって、菌の生
活環の維持に役立っている可能性がある。近年、
本疾病がヒトの風土病となっている地域におい
て、湿潤な土壌から P. insidiosum の DNA が検出
されている。
　病気にかかりやすいウマ側の要因は不明である
が、沼地あるいは浸水した土地では本菌と接触す
るリスクが増加する。世界で最もウマのピシウム
感染症が流行している地域と考えられているブラ
ジルのパンタナール湿地において疫学調査が行わ
れ、その平均有病率は 5％だった。ブラジルでは
雨期は夏にあたるが、環境中での菌の増殖に適し
ており、症例数は顕しく増加する。
　ピシウム感染症の主な治療法は、病変組織の根
治的外科的切除、化学療法および免疫療法の組み
合わせによるため、本症の早期診断は、良好な予
後と直接的に相関する。しかしながら予防は困難
である。本菌の感染や免疫療法はいずれも、長期
にわたる防御抗体産生をもたらさない。それゆえ、
温暖な季節には湿地環境を避ける、血様漿液状の
浸出液を伴った治療に反応しにくい進行が急な創
傷は注意深く観察する、といった管理が必要であ
る。
連絡先：
Dr. Carlos E. Pereira dos Santos
cep.vet@ig.com.br
carloseduardo@ufmt.br
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá ‒ MT, Brazil

Dr. Régis A. Zanette
regnitro@yahoo.com.br
Dr. Janio Morais Santurio
janio.santurio@gmail.com
Federal University of Santa Maria
Santa Maria ‒ RS, Brazil

マイコトキシンの重要性に関する現在の考え
　マイコトキシンはカビ（真菌）によって産生さ
れる有毒な代謝物質である。飼料中のマイコトキ
シンがもたらす経済的な重要性は、飼料中のマイ
コトキシンレベル測定のための分析方法の進歩と
ともに、理解されるようになった。
　アフラトキシンは、主に Aspergillus flavus およ
び A. parasiticus によって産生されるマイコトキ
シンであり、これらの菌種は高温多湿の環境下で
増殖する熱帯性あるいは亜熱帯性の真菌であると
考えられている。
　多くの民間研究所では、アフラトキシンの 4
つの化学形を同時に測定することができる。ウマ
は他の動物種と同様、飼料中のアフラトキシンに
対して非常に感受性が強い。アフラトキシンは主
に肝臓が標的臓器であり、肝細胞の壊死および肝
癌を誘発する可能性がある。
　しかし世界的にみると、フサリウム属のマイコ
トキシンは、これまでに数百種類同定されており、
より普遍的である。フサリウム属のマイコトキシ
ン中毒症の研究は、アフラトキシン中毒症の研究
と比較するとかなり複雑である。フサリウム属の
真菌は、北アメリカと、ヨーロッパ、アジアおよ
び南アメリカの多部分をしめる温帯地域の土壌内
に生息する。最も一般的なフサリウム属のマイコ
トキシンは、DON（化学名デオキシニバレノール
あるいは一般名ボミトキシンとしても知られてい
る）、ゼラレノン、フモニシンとフザリン酸である。
　フサリウム属のマイコトキシン（主に DON）
に汚染されている穀物混合飼料によって、舎飼い
の牝馬において濃厚飼料の摂取量の減少が見ら
れ、さらに肝障害の所見も認められたということ
が報告されている。運動療法の負荷により、濃厚
飼料の摂取量は増加したものの、その後体重は減
少した。

　ウマは、特に飼料中のフモニシンに対して感受
性が高く、白質脳軟化症により死に至る場合があ
る。この脳疾患は、「moldy corn poisoning（か
びの生えたとうもろこしによる中毒症）」として、
より一般的に知られている。
　飼料中のマイコトキシンに関して、現在最も重
要な論点になっているのは、抱合型あるいは
「masked（被われた）」マイコトキシンという考
え方である。これらは、収穫前の飼料に付着した
カビが産生し、その後そのカビが付着した植物に
よって化学的に修飾されたマイコトキシンであ
る。これらの修飾型マイコトキシンは有毒である
と考えられているが、現在ほとんどの民間研究所
によって使われる分析法では検出することができ
ない。科学者達はさまざまな方法を駆使し、これ
らの化合物の重要性について精力的に研究してい
る。
　近年、飼料中のマイコトキシン汚染の頻度が増
加しているように見える。これは、ひとつには異
常気象によって作物の発育条件が悪化したことに
起因している可能性がある。北アメリカでは、
2012 年はとうもろこし生産地においてひどい干
ばつが起きた 1年だった。フモニシン汚染レベル
は異常に高く、過去にフモニシン汚染がほとんど
ない地域においても、とうもろこしのフモニシン
検出量は顕著であった。
　マイコトキシン検出のため分析法を改良して行
くことは、汚染された飼料や牧草に対するウマの
暴露を最小限にするために必要である。
連絡先：
Dr. Trevor K. Smith, (519) 824-4120
tsmith@uoguelph.ca
Department of Animal and Poultry Science
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada

ウマの皮膚リーシュマニア症
　リーシュマニア症は、偏性細胞内寄生原虫であ
る Leishmania 属に起因する人獣共通感染症であ
る。Leishmania 属には、地域によって異なる 30
以上の種が知られている。 本症は、東半球および
西半球の熱帯ないし亜熱帯地方の多くにおいて風

土病となっており、ヒトやイヌでの発病がよく報
告されている。ヒトのリーシュマニア症は、皮膚
型、皮膚粘膜型あるいは内蔵型の病変がみられる。 
内臓リーシュマニア症は、世界的に見ると寄生虫
疾患による死因の第 2 位である。臨床症状は、
発熱、貧血、下痢、皮膚の黒化、脾臓や肝臓の腫
大およびリンパ節腫脹などがある。
　イヌは家畜のなかでも最も罹患しやすく、本疾
病の保有宿主となっている可能性がある。 イヌの
リーシュマニア症には、内臓型、眼病型、皮膚型
がある。本疾病は、米国ではフォックスハウンド
（狐狩り用猟犬）で最も重要であるが、流行地域
おいては全犬種が罹患する。
　皮膚リーシュマニア症は、世界中のウマに報告
がある。病変は、頭部、外耳部、陰嚢、四肢およ
び頚部の小結節として最もよく見られる。これら
の小結節は潰瘍化し、しばしば外耳部のプラーク
（粥腫）または肉芽腫と間違われることがある。
ウマにおける内臓病変の報告は、それほど多くな
かった。
　L. infantum は、ドイツ、スペインおよびポル
トガルにおけるウマの皮膚リーシュマニア症の病
原体として報告されている。 近年、中央ヨーロッ
パで、L. siamensis（従来は、ヒトの内蔵リーシュ
マニア症の病原体として報告された）感染が 4
例のウマで確認された。南米では、L. braziliensis
が、ウマにおける病原体であると確認されている。
米国では、主に国際的な輸送歴を有するウマにお
いて、リーシュマニア症が散発的に確認されてい
る。しかしながら、最近フロリダ州において、2
例のウマが L. siamensis に起因する皮膚リーシュ
マニア症と診断された。
　リーシュマニアに感染する全ての哺乳類におい
て、その感染様式はサシチョウバエ類による媒介
と考えられている。東半球では Phlebotomus 属、
西半球では Lutzomyia 属が主なベクターである。
リーシュマニアは、雌のサシチョウバエが吸血す
る際に、唾液を介して体内に侵入する。
　ウマの皮膚リーシュマニア症は、病変部の押捺
標本または生検によって、マクロファージ内に原
虫を確認することで診断されることが多い。確定
診断や種の同定をするために、ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）とシークエンス分析を用いることが
できる。内部翻訳スペーサー領域 1（ITS1）をター
ゲットにした PCR 検査は、感度が最も高い。
　ウマの病変部は、しばしば self-limiting（訳注：
治療しなくても長期的には症状が落ち着き、回復
に向かう傾向）であるが、治療法として外科的切
除やアンホテリシン、フルコナゾール、五価アン
チモン化合物などの薬物療法がある。五価アンチ
モン化合物（スチボグルコン酸ナトリウムまたは
アンチモン酸メグルミン）がヒトにおける標準的
な治療薬で、ウマにおいても使われてきたが、こ
れらの薬物には潜在的に重篤な副作用があり、米
国では使用できない。 病変はしばしば自然に退行
するために、治療法の有効性を評価するのは困難
となる。
　ウマの国際的な輸送が増加するのに伴い、皮膚
小結節を認めるウマすべてで、リーシュマニア症
は考慮すべき疾病となっている。ウマは本症に
よって死亡することはないものの、ヒトに伝播し
うる種の Leishmania に感染している可能性もあ
る。
連絡先：
Dr. Sarah Reuss, (352) 294-4336
sreuss@ufl.edu
University of Florida
College of Veterinary Medicine
Gainesville, Florida

最新鋭の画像診断法
　筋骨格系の傷害後におけるリハビリテーション
や回復のための適切な治療計画は、正確な診断や
詳細な病態の把握に基づく。X 線検査や超音波検
査は診断には不可欠であるが、状態によっては正
確に診断できない場合もある。コンピューター断
層撮影法（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）や核シ
ンチグラフィーなどによる高度な診断法は、その
ような症例に有用かもしれない。
　CT では、通常、ウマが動かないように全身麻
酔下で保定される必要がある。本法で描出可能な
領域は、四肢の遠位（手根骨あるいは足根骨から
蹄まで）や頭部である。この画像診断法は、骨に
ついての詳細な情報を提供するため、骨を評価す

るのに最も適しているだけでなく、軟部組織の評
価にも有用である。ウマにおける CT の一般的な
適応は、四肢遠位の骨折や、篩骨部の血腫、嚢胞
や新生物形成に関連する副鼻腔疾患あるいは歯の
異常などが挙げられる。CT によるコントラスト
促進法は、軟部組織内の正常な部位と異常な部位
をより鮮明に区別することができるもう一つの技
法である。この方法では、ヨード造影剤を静脈内
投与することで病態が可視化される。3D-CT も開
発され、傷害を受けた組織をより鮮明に描出する。
この技法は利用に制限が多かったが、更なる改善
により、全身麻酔を必要とせず、ウマを立位で検
査することができる CTシステムが開発された。
　MRI は、ウマを立位で検査することができる低
磁場装置から全身麻酔を必要とする高磁場装置ま
で様々なものがある。装置の構造上の理由により、
ウマにおいて描出できる部位は、四肢の遠位と頭
部に限られてしまう。MRIは CTと同様に、骨、腱、
軟骨や滑膜などの組織を比類なく強調する様々な
連続画像によって生み出された複数の 2 次元の
横断面画像を作り上げる。これらの画像が総合的
に診断されることで、検査部位に関してより詳細
な情報が得られる。MRI の長所は、軟部組織の構
造について詳細な情報を提供し、また他の診断法
では検出することのできない傷害部位を強調する
ことができる能力である。さらに MRI は、様々
な骨の傷害について比類ない情報を提供すること
ができる。MRI を利用することで、ウマの四肢遠
位における傷害について我々の理解は変わった。
そして本法は、競走馬の精密検査において非常に
有用な方法となり得る。
　他の有用な画像技法として核シンチグラフィー
がある。本法は血管（血流）パターン、軟部組織
の炎症や活発な骨リモデリングなどの変化を強調
することができる。限局的な傷害（骨挫傷、疲労
骨折）、退行性変化（飛節内種、趾骨瘤）、限局部
位への過度のストレス（蹄骨炎）、あるいは炎症
や感染症によって骨リモデリングの異常が起こり
得る。これらの状態は、X 線所見に変化が生じる
よりも前にシンチグラフィーによって判明する。
またシンチグラフィーは、急性の繋靭帯炎、仙腸
関節の損傷、蹄や蹄関節部の軟組織や骨の状態、

頚椎変形性関節症、胸腰部棘突起の重複
（「kissing spine（椎骨）」と呼ばれる）、飛節内種、
膝関節の損傷、骨盤骨折、橈骨々折、近位や遠位
の趾骨瘤、軟骨下嚢胞、そして歯の疾患でさえも
診断あるいはその状態を評価するのに有用である
ということを示してきた。
　要約すると、CT、MRI や核シンチグラフィーは、
ウマにより広く利用され始めており、これからも
有用な診断方法であり続けるであろう。これらの
診断法は、ウマの筋骨格系の診断や病態を把握す
る際に、臨床検査や診断麻酔、X 線検査や超音波
検査を補完するものとして用いられる。

連絡先：
Dr. Fred J. Caldwell
caldwfj@auburn.edu
and
Dr. Robert Cole, (334) 844-4490
rcc0025@auburn.edu
Auburn University
College of Veterinary Medicine
Auburn, Alabama
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時事解説
「備えあれば憂い無しということを知ること」ア
ブラハム・タッカー（「自然の光明」1768）

　ちょうど今日（9 月上旬）、2014 年最初のウエ
ストナイルウイルス（WNV）脳炎のウマの症例
がケンタッキーで確認された。5 歳の牝馬が重度
の神経症状を呈し、安楽殺となった。このウマに
はWNV予防接種歴がなかった。
　安楽殺と死体の処分に掛かった費用は、WNV
ワクチンよりもはるかに高くついた。
　しかしながら、安全かつ有効なワクチンが存在
する他の疾病についても、ケンタッキー州だけで
はなく全米いたるところで毎年、同様の話は起
こっている。
　ウエストナイルウイルスは、1937 年にアフリ
カで最初に発見された。しかしながら、本疾病が
海外の動物疾病であることから、1999 年以前に
おいては、ほとんどのアメリカ人は知る由もな
かった。誰も本疾病について心配することはな
かった。最初の症例がニューヨークで診断される
までは、結局は対岸の火事であり、他人の問題で
あると…。
　蚊が媒介する本疾病が米国中に広がり、ウマの
病気や死亡原因となることが明らかとなったこと
で、ようやく研究者達は本疾病の予防に向かって
利用可能な情報を収集することとなった。2001
年までに、米国内のウマに認可 WNV ワクチンが
利用できるようになり、その後続いて他のウマ用
WNV ワクチンも生産されるようになった。1999
年以降、毎年ヒトの症例が確認されているにも関
わらず、現在までに米国ではヒト用 WNV ワクチ
ンは認可されていない。疾病管理予防センターに
よると、2013 年には 2,469 人の WNV 症例が米
国で確認された。

　Equine Disease Quarterly の読者にとって、本号
で取り上げたピシウム感染症並びにリーシュマニ
ア症は、馴染みがないかもしれない。しかしなが
ら、両疾患とも米国内で発生している。WNV が
教訓となったように、ある州やある国において稀
な疾患だからといって、ウマのオーナーは注意や
警戒をしなくともよい、とういうわけではない。
競走、繁殖および売買のために、ウマは国内や世
界中を迅速に移動し、世界はいまや小さくなって
いると言える。
　臨床徴候に気付き、獣医師を呼ぶウマのオー
ナーは、あらゆる疾病監視における屋台骨と言え
る。研究は、疾病の診断、治療ならびに予防を改
善するための礎である。
　2014 年の春以前には、北米の人々は、エボラ
ウイルスについて、1990 年代にヒットしたリ
チャード・プレストン著の「ホット・ゾーン」か
ら得た知識しかなかった。西アフリカにおいて、
エボラ出血熱の流行によって多くの人々が苦し
み、彼らの命が奪われていることが毎夜のニュー
スで取り上げられており、本疾病は新たな意味を
持つようになっている。
　ウマはエボラウイルスには感染しないが、この
致死的疾病の治療に用いられる抗体（訳注：従来
はカスが抗血清作製に用いられた。）の生産にタ
バコが用いられるなどと、誰が考え付いたであろ
うか（訳注：タバコにエボラウイルスに対するモ
ノクローナル抗体の遺伝子を導入し、タバコの葉
から抽出した抗体を３種類混合した治療薬が開発
されている。現時点では未承認であるが、他の未
承認薬とともに重症患者に緊急投与された）。本
疾病が流行する以前、このような研究は費用の無
駄と考えられがちであったが、今では本分野の治
療と予防に関する研究の更なる進展に、悲劇を止
めるための望みをかけることができる。

　今日の他人の問題が、明日には自身の問題にな
り得るという議論の余地のない事実が考慮される
ことなく、自身のウマに直接影響を及ぼさない稀
な疾病、あるいはいわゆる外来病（exotic 
disease）に関する情報収集や研究はないがしろ
にされがちである。
連絡先：
Dr. Roberta Dwyer, (859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2014 年第 2四半期 *
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　第 2 四半期中に、アフリカ馬疫が南アフリカ
で 2例発生した。発生が確認されたのは、西ケー
プ州にある保護／監視区域だった。
　米国テキサス州において、水胞性口炎が 5 月
23 日に再発生した。感染はニュージャージー株
によるもので、テキサス州の 4 地域の 7 施設の
ウマにおいて確認された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。デンマークでは
2 カ所の乗馬施設に発生した。その他の国の発生
状況は、フランスで 13 件、ドイツで 5 件、スイ
スで 2 件、英国で 2 件、米国では 15 州において
多数の発生が認められた。
　馬インフルエンザが、フランス（2 件）および
米国（テキサス州で 1件）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス 1型（EHV-1）および 4型
（EHV-4）に関連する疾患が、アルゼンチン、フ
ランス、ドイツ、日本、イギリスおよび米国で発
生した。EHV-1 に起因する呼吸器疾患が、フラ
ンス（9 件）、ドイツ（5 施設で散発的に発生）、
イギリス（3 件の小規模発生、その内 2 件は腺疫
との混合感染）および米国の多数の州で発生した。
　アルゼンチン、フランス、ドイツ、日本、イギ
リスおよび米国では、EHV-1 による流産あるい

は新生子馬の死亡が確認された。発生例数／発生
件数は様々であり、アルゼンチンでは 1件発生し
たのに対して、フランスで 5件、ドイツでは流産
1 例および新生子馬の死亡が 1 例、日本では子馬
の死亡 1 例、イギリスでは 3 施設でそれぞれ単
独発生、そして米国ではケンタッキー州で７例発
生した。
　EHV-1 に関連した神経疾患が、フランス (1 件 )
および米国（8 州で 10 件）で発生したが、その
ほとんどは EHV-1 の非神経病原性株に起因した
単独の発生であった。
　EHV-4 による呼吸器疾患の散発例が、ドイツ
(5 例 ) およびイギリス（4例）で発生した。
　米国において、EHV-2 および EHV-5 感染症例
が少数、およびウマアデノウイルス感染が 1例発
生した。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発
生した。カナダでは、サスカチュワン州の 10 施
設で 26 例発生した。米国では、カルフォルニア
州およびワイオミング州でそれぞれ散発例が発生
した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、
UAE（風土病）および米国で発生した。米国のカ
ルフォルニア州、フロリダ州およびテキサス州に
おいて、非公認競走に出走するクォーターホース
種の競走馬に Theileria equi 感染が確認され、そ
の一部は EIA ウイルスにも混合感染していた。こ
れら症例のほとんどは輸入馬だった。
　ドイツでは、10 施設において、非サラブレッ
ド種 11 例（菌培養検査で種牡馬 5 例および牝馬
6例が陽性）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で 2 例
確認された。
　馬ウイルス性動脈炎がフランスおよびドイツの
種牡馬で 1 例ずつ確認された。米国のケンタッ
キー州では、ノカルジア胎盤炎による流産が 1例
発生した。
　サルモネラ症がドイツおよびスイスでそれぞれ
1例発生した。米国では、少数の発生が確認され、
そのうち B 群サルモネラ菌による感染が 7 例、C
１群の菌株による感染が 2例だった。
　C. difficile トキシン A およびトキシン B による

クロストリジウム腸炎が米国で散発的に発生し
た。更に、C. difficile トキシン A による腸性毒血
症も数例で確認されている。
　東部ウマ脳脊髄炎が米国で 13 例発生し、その
ほとんどはフロリダ州であった。アラバマ州では、
ウエストナイルウイルス脳炎がウマに 1 例発生
した。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州で 1例発生した。
　ロドコッカス症が米国全土で多数発生した。ド
イツおよびスイスでは、それぞれ 1 例のウマア
ナプラズマ症が確認され、日本では破傷風が 1
例発生した。
　
＊オーストラリアは第 1四半期報告書より
 
馬のピシウム感染症
　温暖な気候、湿潤な土壌、そして水生植物の三
つが揃うと、Pythium insidiosum（訳注：Pythium
属は卵菌類に属する真菌で、多くは水中に生息す
るが土壌中にも生息。植物に感染する種もある）
が 増 殖 し、定 着 し や す く な る。Pythium 
insidiosum は、植物に対する病原体であるが、
時々、哺乳類や鳥類でも感染がみられる。ウマの
本疾病（ピシウム感染症）は、世界的に分布して
おり、国ごとにそれぞれ異なる名称で知られてい
る：インドでは「bursatte」、オーストラリアと
米国では「leeches」あるいは「swamp cancer」、
そしてブラジルでは「feridada moda」と呼ばれ
ている。
　ウマでは、本菌は主に皮膚および皮下織に潰瘍
性、肉芽腫性病変を引き起こす。 P. insidiosum は、
他の動物においても消化管型、眼病型、および、
散在型の疾病を引き起こす。
　ウマにおいて皮膚病変は、四肢、胸部および腹
部といった P. insidiosum の遊走子（感染性の発
育期）を含んでいる水と直接接触する部分におい
てより頻発する。遊走子は、傷の無い皮膚を貫通
して侵入することができないとされているが、蚊
の刺傷のような小さな損傷部位からも十分に侵入
できると考えられている。ウマについては、P. 
insidiosum による病変部位と吸血昆虫による刺傷

部位との関係性が証明されてきた。
　ピシウム感染症の発症機序は完全には解明され
ていないが、15～ 20 日の潜伏期間の後、ウマ
では、瘻孔からの漿液血液状の浸出液を特徴とす
る肉芽腫性、潰瘍性病変を形成するのが一般的で
ある。また、病変部は「kunkers」と呼ばれる実
質性かつ壊死性の灰色物質を含む。これらの
kunkers 内には、生きた菌糸（微細構造体）が生
存しており、ピシウム感染症をウマのサルコイド、
扁平上皮癌、肉芽組織やその他の疾患と鑑別する
際に重要である。
　ピシウム感染症は伝染性ではない。しかし、干
ばつ期には、慢性消耗性疾患の動物が、絶えず環
境中に kunkers を排出することによって、菌の生
活環の維持に役立っている可能性がある。近年、
本疾病がヒトの風土病となっている地域におい
て、湿潤な土壌から P. insidiosum の DNA が検出
されている。
　病気にかかりやすいウマ側の要因は不明である
が、沼地あるいは浸水した土地では本菌と接触す
るリスクが増加する。世界で最もウマのピシウム
感染症が流行している地域と考えられているブラ
ジルのパンタナール湿地において疫学調査が行わ
れ、その平均有病率は 5％だった。ブラジルでは
雨期は夏にあたるが、環境中での菌の増殖に適し
ており、症例数は顕しく増加する。
　ピシウム感染症の主な治療法は、病変組織の根
治的外科的切除、化学療法および免疫療法の組み
合わせによるため、本症の早期診断は、良好な予
後と直接的に相関する。しかしながら予防は困難
である。本菌の感染や免疫療法はいずれも、長期
にわたる防御抗体産生をもたらさない。それゆえ、
温暖な季節には湿地環境を避ける、血様漿液状の
浸出液を伴った治療に反応しにくい進行が急な創
傷は注意深く観察する、といった管理が必要であ
る。
連絡先：
Dr. Carlos E. Pereira dos Santos
cep.vet@ig.com.br
carloseduardo@ufmt.br
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá ‒ MT, Brazil

Dr. Régis A. Zanette
regnitro@yahoo.com.br
Dr. Janio Morais Santurio
janio.santurio@gmail.com
Federal University of Santa Maria
Santa Maria ‒ RS, Brazil

マイコトキシンの重要性に関する現在の考え
　マイコトキシンはカビ（真菌）によって産生さ
れる有毒な代謝物質である。飼料中のマイコトキ
シンがもたらす経済的な重要性は、飼料中のマイ
コトキシンレベル測定のための分析方法の進歩と
ともに、理解されるようになった。
　アフラトキシンは、主に Aspergillus flavus およ
び A. parasiticus によって産生されるマイコトキ
シンであり、これらの菌種は高温多湿の環境下で
増殖する熱帯性あるいは亜熱帯性の真菌であると
考えられている。
　多くの民間研究所では、アフラトキシンの 4
つの化学形を同時に測定することができる。ウマ
は他の動物種と同様、飼料中のアフラトキシンに
対して非常に感受性が強い。アフラトキシンは主
に肝臓が標的臓器であり、肝細胞の壊死および肝
癌を誘発する可能性がある。
　しかし世界的にみると、フサリウム属のマイコ
トキシンは、これまでに数百種類同定されており、
より普遍的である。フサリウム属のマイコトキシ
ン中毒症の研究は、アフラトキシン中毒症の研究
と比較するとかなり複雑である。フサリウム属の
真菌は、北アメリカと、ヨーロッパ、アジアおよ
び南アメリカの多部分をしめる温帯地域の土壌内
に生息する。最も一般的なフサリウム属のマイコ
トキシンは、DON（化学名デオキシニバレノール
あるいは一般名ボミトキシンとしても知られてい
る）、ゼラレノン、フモニシンとフザリン酸である。
　フサリウム属のマイコトキシン（主に DON）
に汚染されている穀物混合飼料によって、舎飼い
の牝馬において濃厚飼料の摂取量の減少が見ら
れ、さらに肝障害の所見も認められたということ
が報告されている。運動療法の負荷により、濃厚
飼料の摂取量は増加したものの、その後体重は減
少した。

　ウマは、特に飼料中のフモニシンに対して感受
性が高く、白質脳軟化症により死に至る場合があ
る。この脳疾患は、「moldy corn poisoning（か
びの生えたとうもろこしによる中毒症）」として、
より一般的に知られている。
　飼料中のマイコトキシンに関して、現在最も重
要な論点になっているのは、抱合型あるいは
「masked（被われた）」マイコトキシンという考
え方である。これらは、収穫前の飼料に付着した
カビが産生し、その後そのカビが付着した植物に
よって化学的に修飾されたマイコトキシンであ
る。これらの修飾型マイコトキシンは有毒である
と考えられているが、現在ほとんどの民間研究所
によって使われる分析法では検出することができ
ない。科学者達はさまざまな方法を駆使し、これ
らの化合物の重要性について精力的に研究してい
る。
　近年、飼料中のマイコトキシン汚染の頻度が増
加しているように見える。これは、ひとつには異
常気象によって作物の発育条件が悪化したことに
起因している可能性がある。北アメリカでは、
2012 年はとうもろこし生産地においてひどい干
ばつが起きた 1年だった。フモニシン汚染レベル
は異常に高く、過去にフモニシン汚染がほとんど
ない地域においても、とうもろこしのフモニシン
検出量は顕著であった。
　マイコトキシン検出のため分析法を改良して行
くことは、汚染された飼料や牧草に対するウマの
暴露を最小限にするために必要である。
連絡先：
Dr. Trevor K. Smith, (519) 824-4120
tsmith@uoguelph.ca
Department of Animal and Poultry Science
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada

ウマの皮膚リーシュマニア症
　リーシュマニア症は、偏性細胞内寄生原虫であ
る Leishmania 属に起因する人獣共通感染症であ
る。Leishmania 属には、地域によって異なる 30
以上の種が知られている。 本症は、東半球および
西半球の熱帯ないし亜熱帯地方の多くにおいて風

土病となっており、ヒトやイヌでの発病がよく報
告されている。ヒトのリーシュマニア症は、皮膚
型、皮膚粘膜型あるいは内蔵型の病変がみられる。 
内臓リーシュマニア症は、世界的に見ると寄生虫
疾患による死因の第 2 位である。臨床症状は、
発熱、貧血、下痢、皮膚の黒化、脾臓や肝臓の腫
大およびリンパ節腫脹などがある。
　イヌは家畜のなかでも最も罹患しやすく、本疾
病の保有宿主となっている可能性がある。 イヌの
リーシュマニア症には、内臓型、眼病型、皮膚型
がある。本疾病は、米国ではフォックスハウンド
（狐狩り用猟犬）で最も重要であるが、流行地域
おいては全犬種が罹患する。
　皮膚リーシュマニア症は、世界中のウマに報告
がある。病変は、頭部、外耳部、陰嚢、四肢およ
び頚部の小結節として最もよく見られる。これら
の小結節は潰瘍化し、しばしば外耳部のプラーク
（粥腫）または肉芽腫と間違われることがある。
ウマにおける内臓病変の報告は、それほど多くな
かった。
　L. infantum は、ドイツ、スペインおよびポル
トガルにおけるウマの皮膚リーシュマニア症の病
原体として報告されている。 近年、中央ヨーロッ
パで、L. siamensis（従来は、ヒトの内蔵リーシュ
マニア症の病原体として報告された）感染が 4
例のウマで確認された。南米では、L. braziliensis
が、ウマにおける病原体であると確認されている。
米国では、主に国際的な輸送歴を有するウマにお
いて、リーシュマニア症が散発的に確認されてい
る。しかしながら、最近フロリダ州において、2
例のウマが L. siamensis に起因する皮膚リーシュ
マニア症と診断された。
　リーシュマニアに感染する全ての哺乳類におい
て、その感染様式はサシチョウバエ類による媒介
と考えられている。東半球では Phlebotomus 属、
西半球では Lutzomyia 属が主なベクターである。
リーシュマニアは、雌のサシチョウバエが吸血す
る際に、唾液を介して体内に侵入する。
　ウマの皮膚リーシュマニア症は、病変部の押捺
標本または生検によって、マクロファージ内に原
虫を確認することで診断されることが多い。確定
診断や種の同定をするために、ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）とシークエンス分析を用いることが
できる。内部翻訳スペーサー領域 1（ITS1）をター
ゲットにした PCR 検査は、感度が最も高い。
　ウマの病変部は、しばしば self-limiting（訳注：
治療しなくても長期的には症状が落ち着き、回復
に向かう傾向）であるが、治療法として外科的切
除やアンホテリシン、フルコナゾール、五価アン
チモン化合物などの薬物療法がある。五価アンチ
モン化合物（スチボグルコン酸ナトリウムまたは
アンチモン酸メグルミン）がヒトにおける標準的
な治療薬で、ウマにおいても使われてきたが、こ
れらの薬物には潜在的に重篤な副作用があり、米
国では使用できない。 病変はしばしば自然に退行
するために、治療法の有効性を評価するのは困難
となる。
　ウマの国際的な輸送が増加するのに伴い、皮膚
小結節を認めるウマすべてで、リーシュマニア症
は考慮すべき疾病となっている。ウマは本症に
よって死亡することはないものの、ヒトに伝播し
うる種の Leishmania に感染している可能性もあ
る。
連絡先：
Dr. Sarah Reuss, (352) 294-4336
sreuss@ufl.edu
University of Florida
College of Veterinary Medicine
Gainesville, Florida

最新鋭の画像診断法
　筋骨格系の傷害後におけるリハビリテーション
や回復のための適切な治療計画は、正確な診断や
詳細な病態の把握に基づく。X 線検査や超音波検
査は診断には不可欠であるが、状態によっては正
確に診断できない場合もある。コンピューター断
層撮影法（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）や核シ
ンチグラフィーなどによる高度な診断法は、その
ような症例に有用かもしれない。
　CT では、通常、ウマが動かないように全身麻
酔下で保定される必要がある。本法で描出可能な
領域は、四肢の遠位（手根骨あるいは足根骨から
蹄まで）や頭部である。この画像診断法は、骨に
ついての詳細な情報を提供するため、骨を評価す

るのに最も適しているだけでなく、軟部組織の評
価にも有用である。ウマにおける CT の一般的な
適応は、四肢遠位の骨折や、篩骨部の血腫、嚢胞
や新生物形成に関連する副鼻腔疾患あるいは歯の
異常などが挙げられる。CT によるコントラスト
促進法は、軟部組織内の正常な部位と異常な部位
をより鮮明に区別することができるもう一つの技
法である。この方法では、ヨード造影剤を静脈内
投与することで病態が可視化される。3D-CT も開
発され、傷害を受けた組織をより鮮明に描出する。
この技法は利用に制限が多かったが、更なる改善
により、全身麻酔を必要とせず、ウマを立位で検
査することができる CTシステムが開発された。
　MRI は、ウマを立位で検査することができる低
磁場装置から全身麻酔を必要とする高磁場装置ま
で様々なものがある。装置の構造上の理由により、
ウマにおいて描出できる部位は、四肢の遠位と頭
部に限られてしまう。MRIは CTと同様に、骨、腱、
軟骨や滑膜などの組織を比類なく強調する様々な
連続画像によって生み出された複数の 2 次元の
横断面画像を作り上げる。これらの画像が総合的
に診断されることで、検査部位に関してより詳細
な情報が得られる。MRI の長所は、軟部組織の構
造について詳細な情報を提供し、また他の診断法
では検出することのできない傷害部位を強調する
ことができる能力である。さらに MRI は、様々
な骨の傷害について比類ない情報を提供すること
ができる。MRI を利用することで、ウマの四肢遠
位における傷害について我々の理解は変わった。
そして本法は、競走馬の精密検査において非常に
有用な方法となり得る。
　他の有用な画像技法として核シンチグラフィー
がある。本法は血管（血流）パターン、軟部組織
の炎症や活発な骨リモデリングなどの変化を強調
することができる。限局的な傷害（骨挫傷、疲労
骨折）、退行性変化（飛節内種、趾骨瘤）、限局部
位への過度のストレス（蹄骨炎）、あるいは炎症
や感染症によって骨リモデリングの異常が起こり
得る。これらの状態は、X 線所見に変化が生じる
よりも前にシンチグラフィーによって判明する。
またシンチグラフィーは、急性の繋靭帯炎、仙腸
関節の損傷、蹄や蹄関節部の軟組織や骨の状態、

頚椎変形性関節症、胸腰部棘突起の重複
（「kissing spine（椎骨）」と呼ばれる）、飛節内種、
膝関節の損傷、骨盤骨折、橈骨々折、近位や遠位
の趾骨瘤、軟骨下嚢胞、そして歯の疾患でさえも
診断あるいはその状態を評価するのに有用である
ということを示してきた。
　要約すると、CT、MRI や核シンチグラフィーは、
ウマにより広く利用され始めており、これからも
有用な診断方法であり続けるであろう。これらの
診断法は、ウマの筋骨格系の診断や病態を把握す
る際に、臨床検査や診断麻酔、X 線検査や超音波
検査を補完するものとして用いられる。

連絡先：
Dr. Fred J. Caldwell
caldwfj@auburn.edu
and
Dr. Robert Cole, (334) 844-4490
rcc0025@auburn.edu
Auburn University
College of Veterinary Medicine
Auburn, Alabama
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時事解説
「備えあれば憂い無しということを知ること」ア
ブラハム・タッカー（「自然の光明」1768）

　ちょうど今日（9 月上旬）、2014 年最初のウエ
ストナイルウイルス（WNV）脳炎のウマの症例
がケンタッキーで確認された。5 歳の牝馬が重度
の神経症状を呈し、安楽殺となった。このウマに
はWNV予防接種歴がなかった。
　安楽殺と死体の処分に掛かった費用は、WNV
ワクチンよりもはるかに高くついた。
　しかしながら、安全かつ有効なワクチンが存在
する他の疾病についても、ケンタッキー州だけで
はなく全米いたるところで毎年、同様の話は起
こっている。
　ウエストナイルウイルスは、1937 年にアフリ
カで最初に発見された。しかしながら、本疾病が
海外の動物疾病であることから、1999 年以前に
おいては、ほとんどのアメリカ人は知る由もな
かった。誰も本疾病について心配することはな
かった。最初の症例がニューヨークで診断される
までは、結局は対岸の火事であり、他人の問題で
あると…。
　蚊が媒介する本疾病が米国中に広がり、ウマの
病気や死亡原因となることが明らかとなったこと
で、ようやく研究者達は本疾病の予防に向かって
利用可能な情報を収集することとなった。2001
年までに、米国内のウマに認可 WNV ワクチンが
利用できるようになり、その後続いて他のウマ用
WNV ワクチンも生産されるようになった。1999
年以降、毎年ヒトの症例が確認されているにも関
わらず、現在までに米国ではヒト用 WNV ワクチ
ンは認可されていない。疾病管理予防センターに
よると、2013 年には 2,469 人の WNV 症例が米
国で確認された。

　Equine Disease Quarterly の読者にとって、本号
で取り上げたピシウム感染症並びにリーシュマニ
ア症は、馴染みがないかもしれない。しかしなが
ら、両疾患とも米国内で発生している。WNV が
教訓となったように、ある州やある国において稀
な疾患だからといって、ウマのオーナーは注意や
警戒をしなくともよい、とういうわけではない。
競走、繁殖および売買のために、ウマは国内や世
界中を迅速に移動し、世界はいまや小さくなって
いると言える。
　臨床徴候に気付き、獣医師を呼ぶウマのオー
ナーは、あらゆる疾病監視における屋台骨と言え
る。研究は、疾病の診断、治療ならびに予防を改
善するための礎である。
　2014 年の春以前には、北米の人々は、エボラ
ウイルスについて、1990 年代にヒットしたリ
チャード・プレストン著の「ホット・ゾーン」か
ら得た知識しかなかった。西アフリカにおいて、
エボラ出血熱の流行によって多くの人々が苦し
み、彼らの命が奪われていることが毎夜のニュー
スで取り上げられており、本疾病は新たな意味を
持つようになっている。
　ウマはエボラウイルスには感染しないが、この
致死的疾病の治療に用いられる抗体（訳注：従来
はカスが抗血清作製に用いられた。）の生産にタ
バコが用いられるなどと、誰が考え付いたであろ
うか（訳注：タバコにエボラウイルスに対するモ
ノクローナル抗体の遺伝子を導入し、タバコの葉
から抽出した抗体を３種類混合した治療薬が開発
されている。現時点では未承認であるが、他の未
承認薬とともに重症患者に緊急投与された）。本
疾病が流行する以前、このような研究は費用の無
駄と考えられがちであったが、今では本分野の治
療と予防に関する研究の更なる進展に、悲劇を止
めるための望みをかけることができる。

　今日の他人の問題が、明日には自身の問題にな
り得るという議論の余地のない事実が考慮される
ことなく、自身のウマに直接影響を及ぼさない稀
な疾病、あるいはいわゆる外来病（exotic 
disease）に関する情報収集や研究はないがしろ
にされがちである。
連絡先：
Dr. Roberta Dwyer, (859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2014 年第 2四半期 *
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　第 2 四半期中に、アフリカ馬疫が南アフリカ
で 2例発生した。発生が確認されたのは、西ケー
プ州にある保護／監視区域だった。
　米国テキサス州において、水胞性口炎が 5 月
23 日に再発生した。感染はニュージャージー株
によるもので、テキサス州の 4 地域の 7 施設の
ウマにおいて確認された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。デンマークでは
2 カ所の乗馬施設に発生した。その他の国の発生
状況は、フランスで 13 件、ドイツで 5 件、スイ
スで 2 件、英国で 2 件、米国では 15 州において
多数の発生が認められた。
　馬インフルエンザが、フランス（2 件）および
米国（テキサス州で 1件）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス 1型（EHV-1）および 4型
（EHV-4）に関連する疾患が、アルゼンチン、フ
ランス、ドイツ、日本、イギリスおよび米国で発
生した。EHV-1 に起因する呼吸器疾患が、フラ
ンス（9 件）、ドイツ（5 施設で散発的に発生）、
イギリス（3 件の小規模発生、その内 2 件は腺疫
との混合感染）および米国の多数の州で発生した。
　アルゼンチン、フランス、ドイツ、日本、イギ
リスおよび米国では、EHV-1 による流産あるい

は新生子馬の死亡が確認された。発生例数／発生
件数は様々であり、アルゼンチンでは 1件発生し
たのに対して、フランスで 5件、ドイツでは流産
1 例および新生子馬の死亡が 1 例、日本では子馬
の死亡 1 例、イギリスでは 3 施設でそれぞれ単
独発生、そして米国ではケンタッキー州で７例発
生した。
　EHV-1 に関連した神経疾患が、フランス (1 件 )
および米国（8 州で 10 件）で発生したが、その
ほとんどは EHV-1 の非神経病原性株に起因した
単独の発生であった。
　EHV-4 による呼吸器疾患の散発例が、ドイツ
(5 例 ) およびイギリス（4例）で発生した。
　米国において、EHV-2 および EHV-5 感染症例
が少数、およびウマアデノウイルス感染が 1例発
生した。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発
生した。カナダでは、サスカチュワン州の 10 施
設で 26 例発生した。米国では、カルフォルニア
州およびワイオミング州でそれぞれ散発例が発生
した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、
UAE（風土病）および米国で発生した。米国のカ
ルフォルニア州、フロリダ州およびテキサス州に
おいて、非公認競走に出走するクォーターホース
種の競走馬に Theileria equi 感染が確認され、そ
の一部は EIA ウイルスにも混合感染していた。こ
れら症例のほとんどは輸入馬だった。
　ドイツでは、10 施設において、非サラブレッ
ド種 11 例（菌培養検査で種牡馬 5 例および牝馬
6例が陽性）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で 2 例
確認された。
　馬ウイルス性動脈炎がフランスおよびドイツの
種牡馬で 1 例ずつ確認された。米国のケンタッ
キー州では、ノカルジア胎盤炎による流産が 1例
発生した。
　サルモネラ症がドイツおよびスイスでそれぞれ
1例発生した。米国では、少数の発生が確認され、
そのうち B 群サルモネラ菌による感染が 7 例、C
１群の菌株による感染が 2例だった。
　C. difficile トキシン A およびトキシン B による

クロストリジウム腸炎が米国で散発的に発生し
た。更に、C. difficile トキシン A による腸性毒血
症も数例で確認されている。
　東部ウマ脳脊髄炎が米国で 13 例発生し、その
ほとんどはフロリダ州であった。アラバマ州では、
ウエストナイルウイルス脳炎がウマに 1 例発生
した。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州で 1例発生した。
　ロドコッカス症が米国全土で多数発生した。ド
イツおよびスイスでは、それぞれ 1 例のウマア
ナプラズマ症が確認され、日本では破傷風が 1
例発生した。
　
＊オーストラリアは第 1四半期報告書より
 
馬のピシウム感染症
　温暖な気候、湿潤な土壌、そして水生植物の三
つが揃うと、Pythium insidiosum（訳注：Pythium
属は卵菌類に属する真菌で、多くは水中に生息す
るが土壌中にも生息。植物に感染する種もある）
が 増 殖 し、定 着 し や す く な る。Pythium 
insidiosum は、植物に対する病原体であるが、
時々、哺乳類や鳥類でも感染がみられる。ウマの
本疾病（ピシウム感染症）は、世界的に分布して
おり、国ごとにそれぞれ異なる名称で知られてい
る：インドでは「bursatte」、オーストラリアと
米国では「leeches」あるいは「swamp cancer」、
そしてブラジルでは「feridada moda」と呼ばれ
ている。
　ウマでは、本菌は主に皮膚および皮下織に潰瘍
性、肉芽腫性病変を引き起こす。 P. insidiosum は、
他の動物においても消化管型、眼病型、および、
散在型の疾病を引き起こす。
　ウマにおいて皮膚病変は、四肢、胸部および腹
部といった P. insidiosum の遊走子（感染性の発
育期）を含んでいる水と直接接触する部分におい
てより頻発する。遊走子は、傷の無い皮膚を貫通
して侵入することができないとされているが、蚊
の刺傷のような小さな損傷部位からも十分に侵入
できると考えられている。ウマについては、P. 
insidiosum による病変部位と吸血昆虫による刺傷

部位との関係性が証明されてきた。
　ピシウム感染症の発症機序は完全には解明され
ていないが、15～ 20 日の潜伏期間の後、ウマ
では、瘻孔からの漿液血液状の浸出液を特徴とす
る肉芽腫性、潰瘍性病変を形成するのが一般的で
ある。また、病変部は「kunkers」と呼ばれる実
質性かつ壊死性の灰色物質を含む。これらの
kunkers 内には、生きた菌糸（微細構造体）が生
存しており、ピシウム感染症をウマのサルコイド、
扁平上皮癌、肉芽組織やその他の疾患と鑑別する
際に重要である。
　ピシウム感染症は伝染性ではない。しかし、干
ばつ期には、慢性消耗性疾患の動物が、絶えず環
境中に kunkers を排出することによって、菌の生
活環の維持に役立っている可能性がある。近年、
本疾病がヒトの風土病となっている地域におい
て、湿潤な土壌から P. insidiosum の DNA が検出
されている。
　病気にかかりやすいウマ側の要因は不明である
が、沼地あるいは浸水した土地では本菌と接触す
るリスクが増加する。世界で最もウマのピシウム
感染症が流行している地域と考えられているブラ
ジルのパンタナール湿地において疫学調査が行わ
れ、その平均有病率は 5％だった。ブラジルでは
雨期は夏にあたるが、環境中での菌の増殖に適し
ており、症例数は顕しく増加する。
　ピシウム感染症の主な治療法は、病変組織の根
治的外科的切除、化学療法および免疫療法の組み
合わせによるため、本症の早期診断は、良好な予
後と直接的に相関する。しかしながら予防は困難
である。本菌の感染や免疫療法はいずれも、長期
にわたる防御抗体産生をもたらさない。それゆえ、
温暖な季節には湿地環境を避ける、血様漿液状の
浸出液を伴った治療に反応しにくい進行が急な創
傷は注意深く観察する、といった管理が必要であ
る。
連絡先：
Dr. Carlos E. Pereira dos Santos
cep.vet@ig.com.br
carloseduardo@ufmt.br
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá ‒ MT, Brazil

Dr. Régis A. Zanette
regnitro@yahoo.com.br
Dr. Janio Morais Santurio
janio.santurio@gmail.com
Federal University of Santa Maria
Santa Maria ‒ RS, Brazil

マイコトキシンの重要性に関する現在の考え
　マイコトキシンはカビ（真菌）によって産生さ
れる有毒な代謝物質である。飼料中のマイコトキ
シンがもたらす経済的な重要性は、飼料中のマイ
コトキシンレベル測定のための分析方法の進歩と
ともに、理解されるようになった。
　アフラトキシンは、主に Aspergillus flavus およ
び A. parasiticus によって産生されるマイコトキ
シンであり、これらの菌種は高温多湿の環境下で
増殖する熱帯性あるいは亜熱帯性の真菌であると
考えられている。
　多くの民間研究所では、アフラトキシンの 4
つの化学形を同時に測定することができる。ウマ
は他の動物種と同様、飼料中のアフラトキシンに
対して非常に感受性が強い。アフラトキシンは主
に肝臓が標的臓器であり、肝細胞の壊死および肝
癌を誘発する可能性がある。
　しかし世界的にみると、フサリウム属のマイコ
トキシンは、これまでに数百種類同定されており、
より普遍的である。フサリウム属のマイコトキシ
ン中毒症の研究は、アフラトキシン中毒症の研究
と比較するとかなり複雑である。フサリウム属の
真菌は、北アメリカと、ヨーロッパ、アジアおよ
び南アメリカの多部分をしめる温帯地域の土壌内
に生息する。最も一般的なフサリウム属のマイコ
トキシンは、DON（化学名デオキシニバレノール
あるいは一般名ボミトキシンとしても知られてい
る）、ゼラレノン、フモニシンとフザリン酸である。
　フサリウム属のマイコトキシン（主に DON）
に汚染されている穀物混合飼料によって、舎飼い
の牝馬において濃厚飼料の摂取量の減少が見ら
れ、さらに肝障害の所見も認められたということ
が報告されている。運動療法の負荷により、濃厚
飼料の摂取量は増加したものの、その後体重は減
少した。

　ウマは、特に飼料中のフモニシンに対して感受
性が高く、白質脳軟化症により死に至る場合があ
る。この脳疾患は、「moldy corn poisoning（か
びの生えたとうもろこしによる中毒症）」として、
より一般的に知られている。
　飼料中のマイコトキシンに関して、現在最も重
要な論点になっているのは、抱合型あるいは
「masked（被われた）」マイコトキシンという考
え方である。これらは、収穫前の飼料に付着した
カビが産生し、その後そのカビが付着した植物に
よって化学的に修飾されたマイコトキシンであ
る。これらの修飾型マイコトキシンは有毒である
と考えられているが、現在ほとんどの民間研究所
によって使われる分析法では検出することができ
ない。科学者達はさまざまな方法を駆使し、これ
らの化合物の重要性について精力的に研究してい
る。
　近年、飼料中のマイコトキシン汚染の頻度が増
加しているように見える。これは、ひとつには異
常気象によって作物の発育条件が悪化したことに
起因している可能性がある。北アメリカでは、
2012 年はとうもろこし生産地においてひどい干
ばつが起きた 1年だった。フモニシン汚染レベル
は異常に高く、過去にフモニシン汚染がほとんど
ない地域においても、とうもろこしのフモニシン
検出量は顕著であった。
　マイコトキシン検出のため分析法を改良して行
くことは、汚染された飼料や牧草に対するウマの
暴露を最小限にするために必要である。
連絡先：
Dr. Trevor K. Smith, (519) 824-4120
tsmith@uoguelph.ca
Department of Animal and Poultry Science
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada

ウマの皮膚リーシュマニア症
　リーシュマニア症は、偏性細胞内寄生原虫であ
る Leishmania 属に起因する人獣共通感染症であ
る。Leishmania 属には、地域によって異なる 30
以上の種が知られている。 本症は、東半球および
西半球の熱帯ないし亜熱帯地方の多くにおいて風

土病となっており、ヒトやイヌでの発病がよく報
告されている。ヒトのリーシュマニア症は、皮膚
型、皮膚粘膜型あるいは内蔵型の病変がみられる。 
内臓リーシュマニア症は、世界的に見ると寄生虫
疾患による死因の第 2 位である。臨床症状は、
発熱、貧血、下痢、皮膚の黒化、脾臓や肝臓の腫
大およびリンパ節腫脹などがある。
　イヌは家畜のなかでも最も罹患しやすく、本疾
病の保有宿主となっている可能性がある。 イヌの
リーシュマニア症には、内臓型、眼病型、皮膚型
がある。本疾病は、米国ではフォックスハウンド
（狐狩り用猟犬）で最も重要であるが、流行地域
おいては全犬種が罹患する。
　皮膚リーシュマニア症は、世界中のウマに報告
がある。病変は、頭部、外耳部、陰嚢、四肢およ
び頚部の小結節として最もよく見られる。これら
の小結節は潰瘍化し、しばしば外耳部のプラーク
（粥腫）または肉芽腫と間違われることがある。
ウマにおける内臓病変の報告は、それほど多くな
かった。
　L. infantum は、ドイツ、スペインおよびポル
トガルにおけるウマの皮膚リーシュマニア症の病
原体として報告されている。 近年、中央ヨーロッ
パで、L. siamensis（従来は、ヒトの内蔵リーシュ
マニア症の病原体として報告された）感染が 4
例のウマで確認された。南米では、L. braziliensis
が、ウマにおける病原体であると確認されている。
米国では、主に国際的な輸送歴を有するウマにお
いて、リーシュマニア症が散発的に確認されてい
る。しかしながら、最近フロリダ州において、2
例のウマが L. siamensis に起因する皮膚リーシュ
マニア症と診断された。
　リーシュマニアに感染する全ての哺乳類におい
て、その感染様式はサシチョウバエ類による媒介
と考えられている。東半球では Phlebotomus 属、
西半球では Lutzomyia 属が主なベクターである。
リーシュマニアは、雌のサシチョウバエが吸血す
る際に、唾液を介して体内に侵入する。
　ウマの皮膚リーシュマニア症は、病変部の押捺
標本または生検によって、マクロファージ内に原
虫を確認することで診断されることが多い。確定
診断や種の同定をするために、ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）とシークエンス分析を用いることが
できる。内部翻訳スペーサー領域 1（ITS1）をター
ゲットにした PCR 検査は、感度が最も高い。
　ウマの病変部は、しばしば self-limiting（訳注：
治療しなくても長期的には症状が落ち着き、回復
に向かう傾向）であるが、治療法として外科的切
除やアンホテリシン、フルコナゾール、五価アン
チモン化合物などの薬物療法がある。五価アンチ
モン化合物（スチボグルコン酸ナトリウムまたは
アンチモン酸メグルミン）がヒトにおける標準的
な治療薬で、ウマにおいても使われてきたが、こ
れらの薬物には潜在的に重篤な副作用があり、米
国では使用できない。 病変はしばしば自然に退行
するために、治療法の有効性を評価するのは困難
となる。
　ウマの国際的な輸送が増加するのに伴い、皮膚
小結節を認めるウマすべてで、リーシュマニア症
は考慮すべき疾病となっている。ウマは本症に
よって死亡することはないものの、ヒトに伝播し
うる種の Leishmania に感染している可能性もあ
る。
連絡先：
Dr. Sarah Reuss, (352) 294-4336
sreuss@ufl.edu
University of Florida
College of Veterinary Medicine
Gainesville, Florida

最新鋭の画像診断法
　筋骨格系の傷害後におけるリハビリテーション
や回復のための適切な治療計画は、正確な診断や
詳細な病態の把握に基づく。X 線検査や超音波検
査は診断には不可欠であるが、状態によっては正
確に診断できない場合もある。コンピューター断
層撮影法（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）や核シ
ンチグラフィーなどによる高度な診断法は、その
ような症例に有用かもしれない。
　CT では、通常、ウマが動かないように全身麻
酔下で保定される必要がある。本法で描出可能な
領域は、四肢の遠位（手根骨あるいは足根骨から
蹄まで）や頭部である。この画像診断法は、骨に
ついての詳細な情報を提供するため、骨を評価す

るのに最も適しているだけでなく、軟部組織の評
価にも有用である。ウマにおける CT の一般的な
適応は、四肢遠位の骨折や、篩骨部の血腫、嚢胞
や新生物形成に関連する副鼻腔疾患あるいは歯の
異常などが挙げられる。CT によるコントラスト
促進法は、軟部組織内の正常な部位と異常な部位
をより鮮明に区別することができるもう一つの技
法である。この方法では、ヨード造影剤を静脈内
投与することで病態が可視化される。3D-CT も開
発され、傷害を受けた組織をより鮮明に描出する。
この技法は利用に制限が多かったが、更なる改善
により、全身麻酔を必要とせず、ウマを立位で検
査することができる CTシステムが開発された。
　MRI は、ウマを立位で検査することができる低
磁場装置から全身麻酔を必要とする高磁場装置ま
で様々なものがある。装置の構造上の理由により、
ウマにおいて描出できる部位は、四肢の遠位と頭
部に限られてしまう。MRIは CTと同様に、骨、腱、
軟骨や滑膜などの組織を比類なく強調する様々な
連続画像によって生み出された複数の 2 次元の
横断面画像を作り上げる。これらの画像が総合的
に診断されることで、検査部位に関してより詳細
な情報が得られる。MRI の長所は、軟部組織の構
造について詳細な情報を提供し、また他の診断法
では検出することのできない傷害部位を強調する
ことができる能力である。さらに MRI は、様々
な骨の傷害について比類ない情報を提供すること
ができる。MRI を利用することで、ウマの四肢遠
位における傷害について我々の理解は変わった。
そして本法は、競走馬の精密検査において非常に
有用な方法となり得る。
　他の有用な画像技法として核シンチグラフィー
がある。本法は血管（血流）パターン、軟部組織
の炎症や活発な骨リモデリングなどの変化を強調
することができる。限局的な傷害（骨挫傷、疲労
骨折）、退行性変化（飛節内種、趾骨瘤）、限局部
位への過度のストレス（蹄骨炎）、あるいは炎症
や感染症によって骨リモデリングの異常が起こり
得る。これらの状態は、X 線所見に変化が生じる
よりも前にシンチグラフィーによって判明する。
またシンチグラフィーは、急性の繋靭帯炎、仙腸
関節の損傷、蹄や蹄関節部の軟組織や骨の状態、

頚椎変形性関節症、胸腰部棘突起の重複
（「kissing spine（椎骨）」と呼ばれる）、飛節内種、
膝関節の損傷、骨盤骨折、橈骨々折、近位や遠位
の趾骨瘤、軟骨下嚢胞、そして歯の疾患でさえも
診断あるいはその状態を評価するのに有用である
ということを示してきた。
　要約すると、CT、MRI や核シンチグラフィーは、
ウマにより広く利用され始めており、これからも
有用な診断方法であり続けるであろう。これらの
診断法は、ウマの筋骨格系の診断や病態を把握す
る際に、臨床検査や診断麻酔、X 線検査や超音波
検査を補完するものとして用いられる。

連絡先：
Dr. Fred J. Caldwell
caldwfj@auburn.edu
and
Dr. Robert Cole, (334) 844-4490
rcc0025@auburn.edu
Auburn University
College of Veterinary Medicine
Auburn, Alabama
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時事解説
「備えあれば憂い無しということを知ること」ア
ブラハム・タッカー（「自然の光明」1768）

　ちょうど今日（9 月上旬）、2014 年最初のウエ
ストナイルウイルス（WNV）脳炎のウマの症例
がケンタッキーで確認された。5 歳の牝馬が重度
の神経症状を呈し、安楽殺となった。このウマに
はWNV予防接種歴がなかった。
　安楽殺と死体の処分に掛かった費用は、WNV
ワクチンよりもはるかに高くついた。
　しかしながら、安全かつ有効なワクチンが存在
する他の疾病についても、ケンタッキー州だけで
はなく全米いたるところで毎年、同様の話は起
こっている。
　ウエストナイルウイルスは、1937 年にアフリ
カで最初に発見された。しかしながら、本疾病が
海外の動物疾病であることから、1999 年以前に
おいては、ほとんどのアメリカ人は知る由もな
かった。誰も本疾病について心配することはな
かった。最初の症例がニューヨークで診断される
までは、結局は対岸の火事であり、他人の問題で
あると…。
　蚊が媒介する本疾病が米国中に広がり、ウマの
病気や死亡原因となることが明らかとなったこと
で、ようやく研究者達は本疾病の予防に向かって
利用可能な情報を収集することとなった。2001
年までに、米国内のウマに認可 WNV ワクチンが
利用できるようになり、その後続いて他のウマ用
WNV ワクチンも生産されるようになった。1999
年以降、毎年ヒトの症例が確認されているにも関
わらず、現在までに米国ではヒト用 WNV ワクチ
ンは認可されていない。疾病管理予防センターに
よると、2013 年には 2,469 人の WNV 症例が米
国で確認された。

　Equine Disease Quarterly の読者にとって、本号
で取り上げたピシウム感染症並びにリーシュマニ
ア症は、馴染みがないかもしれない。しかしなが
ら、両疾患とも米国内で発生している。WNV が
教訓となったように、ある州やある国において稀
な疾患だからといって、ウマのオーナーは注意や
警戒をしなくともよい、とういうわけではない。
競走、繁殖および売買のために、ウマは国内や世
界中を迅速に移動し、世界はいまや小さくなって
いると言える。
　臨床徴候に気付き、獣医師を呼ぶウマのオー
ナーは、あらゆる疾病監視における屋台骨と言え
る。研究は、疾病の診断、治療ならびに予防を改
善するための礎である。
　2014 年の春以前には、北米の人々は、エボラ
ウイルスについて、1990 年代にヒットしたリ
チャード・プレストン著の「ホット・ゾーン」か
ら得た知識しかなかった。西アフリカにおいて、
エボラ出血熱の流行によって多くの人々が苦し
み、彼らの命が奪われていることが毎夜のニュー
スで取り上げられており、本疾病は新たな意味を
持つようになっている。
　ウマはエボラウイルスには感染しないが、この
致死的疾病の治療に用いられる抗体（訳注：従来
はカスが抗血清作製に用いられた。）の生産にタ
バコが用いられるなどと、誰が考え付いたであろ
うか（訳注：タバコにエボラウイルスに対するモ
ノクローナル抗体の遺伝子を導入し、タバコの葉
から抽出した抗体を３種類混合した治療薬が開発
されている。現時点では未承認であるが、他の未
承認薬とともに重症患者に緊急投与された）。本
疾病が流行する以前、このような研究は費用の無
駄と考えられがちであったが、今では本分野の治
療と予防に関する研究の更なる進展に、悲劇を止
めるための望みをかけることができる。

　今日の他人の問題が、明日には自身の問題にな
り得るという議論の余地のない事実が考慮される
ことなく、自身のウマに直接影響を及ぼさない稀
な疾病、あるいはいわゆる外来病（exotic 
disease）に関する情報収集や研究はないがしろ
にされがちである。
連絡先：
Dr. Roberta Dwyer, (859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2014 年第 2四半期 *
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　第 2 四半期中に、アフリカ馬疫が南アフリカ
で 2例発生した。発生が確認されたのは、西ケー
プ州にある保護／監視区域だった。
　米国テキサス州において、水胞性口炎が 5 月
23 日に再発生した。感染はニュージャージー株
によるもので、テキサス州の 4 地域の 7 施設の
ウマにおいて確認された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。デンマークでは
2 カ所の乗馬施設に発生した。その他の国の発生
状況は、フランスで 13 件、ドイツで 5 件、スイ
スで 2 件、英国で 2 件、米国では 15 州において
多数の発生が認められた。
　馬インフルエンザが、フランス（2 件）および
米国（テキサス州で 1件）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス 1型（EHV-1）および 4型
（EHV-4）に関連する疾患が、アルゼンチン、フ
ランス、ドイツ、日本、イギリスおよび米国で発
生した。EHV-1 に起因する呼吸器疾患が、フラ
ンス（9 件）、ドイツ（5 施設で散発的に発生）、
イギリス（3 件の小規模発生、その内 2 件は腺疫
との混合感染）および米国の多数の州で発生した。
　アルゼンチン、フランス、ドイツ、日本、イギ
リスおよび米国では、EHV-1 による流産あるい

は新生子馬の死亡が確認された。発生例数／発生
件数は様々であり、アルゼンチンでは 1件発生し
たのに対して、フランスで 5件、ドイツでは流産
1 例および新生子馬の死亡が 1 例、日本では子馬
の死亡 1 例、イギリスでは 3 施設でそれぞれ単
独発生、そして米国ではケンタッキー州で７例発
生した。
　EHV-1 に関連した神経疾患が、フランス (1 件 )
および米国（8 州で 10 件）で発生したが、その
ほとんどは EHV-1 の非神経病原性株に起因した
単独の発生であった。
　EHV-4 による呼吸器疾患の散発例が、ドイツ
(5 例 ) およびイギリス（4例）で発生した。
　米国において、EHV-2 および EHV-5 感染症例
が少数、およびウマアデノウイルス感染が 1例発
生した。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発
生した。カナダでは、サスカチュワン州の 10 施
設で 26 例発生した。米国では、カルフォルニア
州およびワイオミング州でそれぞれ散発例が発生
した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、
UAE（風土病）および米国で発生した。米国のカ
ルフォルニア州、フロリダ州およびテキサス州に
おいて、非公認競走に出走するクォーターホース
種の競走馬に Theileria equi 感染が確認され、そ
の一部は EIA ウイルスにも混合感染していた。こ
れら症例のほとんどは輸入馬だった。
　ドイツでは、10 施設において、非サラブレッ
ド種 11 例（菌培養検査で種牡馬 5 例および牝馬
6例が陽性）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で 2 例
確認された。
　馬ウイルス性動脈炎がフランスおよびドイツの
種牡馬で 1 例ずつ確認された。米国のケンタッ
キー州では、ノカルジア胎盤炎による流産が 1例
発生した。
　サルモネラ症がドイツおよびスイスでそれぞれ
1例発生した。米国では、少数の発生が確認され、
そのうち B 群サルモネラ菌による感染が 7 例、C
１群の菌株による感染が 2例だった。
　C. difficile トキシン A およびトキシン B による

クロストリジウム腸炎が米国で散発的に発生し
た。更に、C. difficile トキシン A による腸性毒血
症も数例で確認されている。
　東部ウマ脳脊髄炎が米国で 13 例発生し、その
ほとんどはフロリダ州であった。アラバマ州では、
ウエストナイルウイルス脳炎がウマに 1 例発生
した。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州で 1例発生した。
　ロドコッカス症が米国全土で多数発生した。ド
イツおよびスイスでは、それぞれ 1 例のウマア
ナプラズマ症が確認され、日本では破傷風が 1
例発生した。
　
＊オーストラリアは第 1四半期報告書より
 
馬のピシウム感染症
　温暖な気候、湿潤な土壌、そして水生植物の三
つが揃うと、Pythium insidiosum（訳注：Pythium
属は卵菌類に属する真菌で、多くは水中に生息す
るが土壌中にも生息。植物に感染する種もある）
が 増 殖 し、定 着 し や す く な る。Pythium 
insidiosum は、植物に対する病原体であるが、
時々、哺乳類や鳥類でも感染がみられる。ウマの
本疾病（ピシウム感染症）は、世界的に分布して
おり、国ごとにそれぞれ異なる名称で知られてい
る：インドでは「bursatte」、オーストラリアと
米国では「leeches」あるいは「swamp cancer」、
そしてブラジルでは「feridada moda」と呼ばれ
ている。
　ウマでは、本菌は主に皮膚および皮下織に潰瘍
性、肉芽腫性病変を引き起こす。 P. insidiosum は、
他の動物においても消化管型、眼病型、および、
散在型の疾病を引き起こす。
　ウマにおいて皮膚病変は、四肢、胸部および腹
部といった P. insidiosum の遊走子（感染性の発
育期）を含んでいる水と直接接触する部分におい
てより頻発する。遊走子は、傷の無い皮膚を貫通
して侵入することができないとされているが、蚊
の刺傷のような小さな損傷部位からも十分に侵入
できると考えられている。ウマについては、P. 
insidiosum による病変部位と吸血昆虫による刺傷

部位との関係性が証明されてきた。
　ピシウム感染症の発症機序は完全には解明され
ていないが、15～ 20 日の潜伏期間の後、ウマ
では、瘻孔からの漿液血液状の浸出液を特徴とす
る肉芽腫性、潰瘍性病変を形成するのが一般的で
ある。また、病変部は「kunkers」と呼ばれる実
質性かつ壊死性の灰色物質を含む。これらの
kunkers 内には、生きた菌糸（微細構造体）が生
存しており、ピシウム感染症をウマのサルコイド、
扁平上皮癌、肉芽組織やその他の疾患と鑑別する
際に重要である。
　ピシウム感染症は伝染性ではない。しかし、干
ばつ期には、慢性消耗性疾患の動物が、絶えず環
境中に kunkers を排出することによって、菌の生
活環の維持に役立っている可能性がある。近年、
本疾病がヒトの風土病となっている地域におい
て、湿潤な土壌から P. insidiosum の DNA が検出
されている。
　病気にかかりやすいウマ側の要因は不明である
が、沼地あるいは浸水した土地では本菌と接触す
るリスクが増加する。世界で最もウマのピシウム
感染症が流行している地域と考えられているブラ
ジルのパンタナール湿地において疫学調査が行わ
れ、その平均有病率は 5％だった。ブラジルでは
雨期は夏にあたるが、環境中での菌の増殖に適し
ており、症例数は顕しく増加する。
　ピシウム感染症の主な治療法は、病変組織の根
治的外科的切除、化学療法および免疫療法の組み
合わせによるため、本症の早期診断は、良好な予
後と直接的に相関する。しかしながら予防は困難
である。本菌の感染や免疫療法はいずれも、長期
にわたる防御抗体産生をもたらさない。それゆえ、
温暖な季節には湿地環境を避ける、血様漿液状の
浸出液を伴った治療に反応しにくい進行が急な創
傷は注意深く観察する、といった管理が必要であ
る。
連絡先：
Dr. Carlos E. Pereira dos Santos
cep.vet@ig.com.br
carloseduardo@ufmt.br
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá ‒ MT, Brazil

Dr. Régis A. Zanette
regnitro@yahoo.com.br
Dr. Janio Morais Santurio
janio.santurio@gmail.com
Federal University of Santa Maria
Santa Maria ‒ RS, Brazil

マイコトキシンの重要性に関する現在の考え
　マイコトキシンはカビ（真菌）によって産生さ
れる有毒な代謝物質である。飼料中のマイコトキ
シンがもたらす経済的な重要性は、飼料中のマイ
コトキシンレベル測定のための分析方法の進歩と
ともに、理解されるようになった。
　アフラトキシンは、主に Aspergillus flavus およ
び A. parasiticus によって産生されるマイコトキ
シンであり、これらの菌種は高温多湿の環境下で
増殖する熱帯性あるいは亜熱帯性の真菌であると
考えられている。
　多くの民間研究所では、アフラトキシンの 4
つの化学形を同時に測定することができる。ウマ
は他の動物種と同様、飼料中のアフラトキシンに
対して非常に感受性が強い。アフラトキシンは主
に肝臓が標的臓器であり、肝細胞の壊死および肝
癌を誘発する可能性がある。
　しかし世界的にみると、フサリウム属のマイコ
トキシンは、これまでに数百種類同定されており、
より普遍的である。フサリウム属のマイコトキシ
ン中毒症の研究は、アフラトキシン中毒症の研究
と比較するとかなり複雑である。フサリウム属の
真菌は、北アメリカと、ヨーロッパ、アジアおよ
び南アメリカの多部分をしめる温帯地域の土壌内
に生息する。最も一般的なフサリウム属のマイコ
トキシンは、DON（化学名デオキシニバレノール
あるいは一般名ボミトキシンとしても知られてい
る）、ゼラレノン、フモニシンとフザリン酸である。
　フサリウム属のマイコトキシン（主に DON）
に汚染されている穀物混合飼料によって、舎飼い
の牝馬において濃厚飼料の摂取量の減少が見ら
れ、さらに肝障害の所見も認められたということ
が報告されている。運動療法の負荷により、濃厚
飼料の摂取量は増加したものの、その後体重は減
少した。

　ウマは、特に飼料中のフモニシンに対して感受
性が高く、白質脳軟化症により死に至る場合があ
る。この脳疾患は、「moldy corn poisoning（か
びの生えたとうもろこしによる中毒症）」として、
より一般的に知られている。
　飼料中のマイコトキシンに関して、現在最も重
要な論点になっているのは、抱合型あるいは
「masked（被われた）」マイコトキシンという考
え方である。これらは、収穫前の飼料に付着した
カビが産生し、その後そのカビが付着した植物に
よって化学的に修飾されたマイコトキシンであ
る。これらの修飾型マイコトキシンは有毒である
と考えられているが、現在ほとんどの民間研究所
によって使われる分析法では検出することができ
ない。科学者達はさまざまな方法を駆使し、これ
らの化合物の重要性について精力的に研究してい
る。
　近年、飼料中のマイコトキシン汚染の頻度が増
加しているように見える。これは、ひとつには異
常気象によって作物の発育条件が悪化したことに
起因している可能性がある。北アメリカでは、
2012 年はとうもろこし生産地においてひどい干
ばつが起きた 1年だった。フモニシン汚染レベル
は異常に高く、過去にフモニシン汚染がほとんど
ない地域においても、とうもろこしのフモニシン
検出量は顕著であった。
　マイコトキシン検出のため分析法を改良して行
くことは、汚染された飼料や牧草に対するウマの
暴露を最小限にするために必要である。
連絡先：
Dr. Trevor K. Smith, (519) 824-4120
tsmith@uoguelph.ca
Department of Animal and Poultry Science
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada

ウマの皮膚リーシュマニア症
　リーシュマニア症は、偏性細胞内寄生原虫であ
る Leishmania 属に起因する人獣共通感染症であ
る。Leishmania 属には、地域によって異なる 30
以上の種が知られている。 本症は、東半球および
西半球の熱帯ないし亜熱帯地方の多くにおいて風

土病となっており、ヒトやイヌでの発病がよく報
告されている。ヒトのリーシュマニア症は、皮膚
型、皮膚粘膜型あるいは内蔵型の病変がみられる。 
内臓リーシュマニア症は、世界的に見ると寄生虫
疾患による死因の第 2 位である。臨床症状は、
発熱、貧血、下痢、皮膚の黒化、脾臓や肝臓の腫
大およびリンパ節腫脹などがある。
　イヌは家畜のなかでも最も罹患しやすく、本疾
病の保有宿主となっている可能性がある。 イヌの
リーシュマニア症には、内臓型、眼病型、皮膚型
がある。本疾病は、米国ではフォックスハウンド
（狐狩り用猟犬）で最も重要であるが、流行地域
おいては全犬種が罹患する。
　皮膚リーシュマニア症は、世界中のウマに報告
がある。病変は、頭部、外耳部、陰嚢、四肢およ
び頚部の小結節として最もよく見られる。これら
の小結節は潰瘍化し、しばしば外耳部のプラーク
（粥腫）または肉芽腫と間違われることがある。
ウマにおける内臓病変の報告は、それほど多くな
かった。
　L. infantum は、ドイツ、スペインおよびポル
トガルにおけるウマの皮膚リーシュマニア症の病
原体として報告されている。 近年、中央ヨーロッ
パで、L. siamensis（従来は、ヒトの内蔵リーシュ
マニア症の病原体として報告された）感染が 4
例のウマで確認された。南米では、L. braziliensis
が、ウマにおける病原体であると確認されている。
米国では、主に国際的な輸送歴を有するウマにお
いて、リーシュマニア症が散発的に確認されてい
る。しかしながら、最近フロリダ州において、2
例のウマが L. siamensis に起因する皮膚リーシュ
マニア症と診断された。
　リーシュマニアに感染する全ての哺乳類におい
て、その感染様式はサシチョウバエ類による媒介
と考えられている。東半球では Phlebotomus 属、
西半球では Lutzomyia 属が主なベクターである。
リーシュマニアは、雌のサシチョウバエが吸血す
る際に、唾液を介して体内に侵入する。
　ウマの皮膚リーシュマニア症は、病変部の押捺
標本または生検によって、マクロファージ内に原
虫を確認することで診断されることが多い。確定
診断や種の同定をするために、ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）とシークエンス分析を用いることが
できる。内部翻訳スペーサー領域 1（ITS1）をター
ゲットにした PCR 検査は、感度が最も高い。
　ウマの病変部は、しばしば self-limiting（訳注：
治療しなくても長期的には症状が落ち着き、回復
に向かう傾向）であるが、治療法として外科的切
除やアンホテリシン、フルコナゾール、五価アン
チモン化合物などの薬物療法がある。五価アンチ
モン化合物（スチボグルコン酸ナトリウムまたは
アンチモン酸メグルミン）がヒトにおける標準的
な治療薬で、ウマにおいても使われてきたが、こ
れらの薬物には潜在的に重篤な副作用があり、米
国では使用できない。 病変はしばしば自然に退行
するために、治療法の有効性を評価するのは困難
となる。
　ウマの国際的な輸送が増加するのに伴い、皮膚
小結節を認めるウマすべてで、リーシュマニア症
は考慮すべき疾病となっている。ウマは本症に
よって死亡することはないものの、ヒトに伝播し
うる種の Leishmania に感染している可能性もあ
る。
連絡先：
Dr. Sarah Reuss, (352) 294-4336
sreuss@ufl.edu
University of Florida
College of Veterinary Medicine
Gainesville, Florida

最新鋭の画像診断法
　筋骨格系の傷害後におけるリハビリテーション
や回復のための適切な治療計画は、正確な診断や
詳細な病態の把握に基づく。X 線検査や超音波検
査は診断には不可欠であるが、状態によっては正
確に診断できない場合もある。コンピューター断
層撮影法（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）や核シ
ンチグラフィーなどによる高度な診断法は、その
ような症例に有用かもしれない。
　CT では、通常、ウマが動かないように全身麻
酔下で保定される必要がある。本法で描出可能な
領域は、四肢の遠位（手根骨あるいは足根骨から
蹄まで）や頭部である。この画像診断法は、骨に
ついての詳細な情報を提供するため、骨を評価す

るのに最も適しているだけでなく、軟部組織の評
価にも有用である。ウマにおける CT の一般的な
適応は、四肢遠位の骨折や、篩骨部の血腫、嚢胞
や新生物形成に関連する副鼻腔疾患あるいは歯の
異常などが挙げられる。CT によるコントラスト
促進法は、軟部組織内の正常な部位と異常な部位
をより鮮明に区別することができるもう一つの技
法である。この方法では、ヨード造影剤を静脈内
投与することで病態が可視化される。3D-CT も開
発され、傷害を受けた組織をより鮮明に描出する。
この技法は利用に制限が多かったが、更なる改善
により、全身麻酔を必要とせず、ウマを立位で検
査することができる CTシステムが開発された。
　MRI は、ウマを立位で検査することができる低
磁場装置から全身麻酔を必要とする高磁場装置ま
で様々なものがある。装置の構造上の理由により、
ウマにおいて描出できる部位は、四肢の遠位と頭
部に限られてしまう。MRIは CTと同様に、骨、腱、
軟骨や滑膜などの組織を比類なく強調する様々な
連続画像によって生み出された複数の 2 次元の
横断面画像を作り上げる。これらの画像が総合的
に診断されることで、検査部位に関してより詳細
な情報が得られる。MRI の長所は、軟部組織の構
造について詳細な情報を提供し、また他の診断法
では検出することのできない傷害部位を強調する
ことができる能力である。さらに MRI は、様々
な骨の傷害について比類ない情報を提供すること
ができる。MRI を利用することで、ウマの四肢遠
位における傷害について我々の理解は変わった。
そして本法は、競走馬の精密検査において非常に
有用な方法となり得る。
　他の有用な画像技法として核シンチグラフィー
がある。本法は血管（血流）パターン、軟部組織
の炎症や活発な骨リモデリングなどの変化を強調
することができる。限局的な傷害（骨挫傷、疲労
骨折）、退行性変化（飛節内種、趾骨瘤）、限局部
位への過度のストレス（蹄骨炎）、あるいは炎症
や感染症によって骨リモデリングの異常が起こり
得る。これらの状態は、X 線所見に変化が生じる
よりも前にシンチグラフィーによって判明する。
またシンチグラフィーは、急性の繋靭帯炎、仙腸
関節の損傷、蹄や蹄関節部の軟組織や骨の状態、

頚椎変形性関節症、胸腰部棘突起の重複
（「kissing spine（椎骨）」と呼ばれる）、飛節内種、
膝関節の損傷、骨盤骨折、橈骨々折、近位や遠位
の趾骨瘤、軟骨下嚢胞、そして歯の疾患でさえも
診断あるいはその状態を評価するのに有用である
ということを示してきた。
　要約すると、CT、MRI や核シンチグラフィーは、
ウマにより広く利用され始めており、これからも
有用な診断方法であり続けるであろう。これらの
診断法は、ウマの筋骨格系の診断や病態を把握す
る際に、臨床検査や診断麻酔、X 線検査や超音波
検査を補完するものとして用いられる。

連絡先：
Dr. Fred J. Caldwell
caldwfj@auburn.edu
and
Dr. Robert Cole, (334) 844-4490
rcc0025@auburn.edu
Auburn University
College of Veterinary Medicine
Auburn, Alabama



（44） 馬の科学　Vol.52（1）2015

時事解説
「備えあれば憂い無しということを知ること」ア
ブラハム・タッカー（「自然の光明」1768）

　ちょうど今日（9 月上旬）、2014 年最初のウエ
ストナイルウイルス（WNV）脳炎のウマの症例
がケンタッキーで確認された。5 歳の牝馬が重度
の神経症状を呈し、安楽殺となった。このウマに
はWNV予防接種歴がなかった。
　安楽殺と死体の処分に掛かった費用は、WNV
ワクチンよりもはるかに高くついた。
　しかしながら、安全かつ有効なワクチンが存在
する他の疾病についても、ケンタッキー州だけで
はなく全米いたるところで毎年、同様の話は起
こっている。
　ウエストナイルウイルスは、1937 年にアフリ
カで最初に発見された。しかしながら、本疾病が
海外の動物疾病であることから、1999 年以前に
おいては、ほとんどのアメリカ人は知る由もな
かった。誰も本疾病について心配することはな
かった。最初の症例がニューヨークで診断される
までは、結局は対岸の火事であり、他人の問題で
あると…。
　蚊が媒介する本疾病が米国中に広がり、ウマの
病気や死亡原因となることが明らかとなったこと
で、ようやく研究者達は本疾病の予防に向かって
利用可能な情報を収集することとなった。2001
年までに、米国内のウマに認可 WNV ワクチンが
利用できるようになり、その後続いて他のウマ用
WNV ワクチンも生産されるようになった。1999
年以降、毎年ヒトの症例が確認されているにも関
わらず、現在までに米国ではヒト用 WNV ワクチ
ンは認可されていない。疾病管理予防センターに
よると、2013 年には 2,469 人の WNV 症例が米
国で確認された。

　Equine Disease Quarterly の読者にとって、本号
で取り上げたピシウム感染症並びにリーシュマニ
ア症は、馴染みがないかもしれない。しかしなが
ら、両疾患とも米国内で発生している。WNV が
教訓となったように、ある州やある国において稀
な疾患だからといって、ウマのオーナーは注意や
警戒をしなくともよい、とういうわけではない。
競走、繁殖および売買のために、ウマは国内や世
界中を迅速に移動し、世界はいまや小さくなって
いると言える。
　臨床徴候に気付き、獣医師を呼ぶウマのオー
ナーは、あらゆる疾病監視における屋台骨と言え
る。研究は、疾病の診断、治療ならびに予防を改
善するための礎である。
　2014 年の春以前には、北米の人々は、エボラ
ウイルスについて、1990 年代にヒットしたリ
チャード・プレストン著の「ホット・ゾーン」か
ら得た知識しかなかった。西アフリカにおいて、
エボラ出血熱の流行によって多くの人々が苦し
み、彼らの命が奪われていることが毎夜のニュー
スで取り上げられており、本疾病は新たな意味を
持つようになっている。
　ウマはエボラウイルスには感染しないが、この
致死的疾病の治療に用いられる抗体（訳注：従来
はカスが抗血清作製に用いられた。）の生産にタ
バコが用いられるなどと、誰が考え付いたであろ
うか（訳注：タバコにエボラウイルスに対するモ
ノクローナル抗体の遺伝子を導入し、タバコの葉
から抽出した抗体を３種類混合した治療薬が開発
されている。現時点では未承認であるが、他の未
承認薬とともに重症患者に緊急投与された）。本
疾病が流行する以前、このような研究は費用の無
駄と考えられがちであったが、今では本分野の治
療と予防に関する研究の更なる進展に、悲劇を止
めるための望みをかけることができる。

　今日の他人の問題が、明日には自身の問題にな
り得るという議論の余地のない事実が考慮される
ことなく、自身のウマに直接影響を及ぼさない稀
な疾病、あるいはいわゆる外来病（exotic 
disease）に関する情報収集や研究はないがしろ
にされがちである。
連絡先：
Dr. Roberta Dwyer, (859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2014 年第 2四半期 *
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　第 2 四半期中に、アフリカ馬疫が南アフリカ
で 2例発生した。発生が確認されたのは、西ケー
プ州にある保護／監視区域だった。
　米国テキサス州において、水胞性口炎が 5 月
23 日に再発生した。感染はニュージャージー株
によるもので、テキサス州の 4 地域の 7 施設の
ウマにおいて確認された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。デンマークでは
2 カ所の乗馬施設に発生した。その他の国の発生
状況は、フランスで 13 件、ドイツで 5 件、スイ
スで 2 件、英国で 2 件、米国では 15 州において
多数の発生が認められた。
　馬インフルエンザが、フランス（2 件）および
米国（テキサス州で 1件）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス 1型（EHV-1）および 4型
（EHV-4）に関連する疾患が、アルゼンチン、フ
ランス、ドイツ、日本、イギリスおよび米国で発
生した。EHV-1 に起因する呼吸器疾患が、フラ
ンス（9 件）、ドイツ（5 施設で散発的に発生）、
イギリス（3 件の小規模発生、その内 2 件は腺疫
との混合感染）および米国の多数の州で発生した。
　アルゼンチン、フランス、ドイツ、日本、イギ
リスおよび米国では、EHV-1 による流産あるい

は新生子馬の死亡が確認された。発生例数／発生
件数は様々であり、アルゼンチンでは 1件発生し
たのに対して、フランスで 5件、ドイツでは流産
1 例および新生子馬の死亡が 1 例、日本では子馬
の死亡 1 例、イギリスでは 3 施設でそれぞれ単
独発生、そして米国ではケンタッキー州で７例発
生した。
　EHV-1 に関連した神経疾患が、フランス (1 件 )
および米国（8 州で 10 件）で発生したが、その
ほとんどは EHV-1 の非神経病原性株に起因した
単独の発生であった。
　EHV-4 による呼吸器疾患の散発例が、ドイツ
(5 例 ) およびイギリス（4例）で発生した。
　米国において、EHV-2 および EHV-5 感染症例
が少数、およびウマアデノウイルス感染が 1例発
生した。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発
生した。カナダでは、サスカチュワン州の 10 施
設で 26 例発生した。米国では、カルフォルニア
州およびワイオミング州でそれぞれ散発例が発生
した。
　馬ピロプラズマ病が、フランス（風土病）、
UAE（風土病）および米国で発生した。米国のカ
ルフォルニア州、フロリダ州およびテキサス州に
おいて、非公認競走に出走するクォーターホース
種の競走馬に Theileria equi 感染が確認され、そ
の一部は EIA ウイルスにも混合感染していた。こ
れら症例のほとんどは輸入馬だった。
　ドイツでは、10 施設において、非サラブレッ
ド種 11 例（菌培養検査で種牡馬 5 例および牝馬
6例が陽性）で馬伝染性子宮炎が発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で 2 例
確認された。
　馬ウイルス性動脈炎がフランスおよびドイツの
種牡馬で 1 例ずつ確認された。米国のケンタッ
キー州では、ノカルジア胎盤炎による流産が 1例
発生した。
　サルモネラ症がドイツおよびスイスでそれぞれ
1例発生した。米国では、少数の発生が確認され、
そのうち B 群サルモネラ菌による感染が 7 例、C
１群の菌株による感染が 2例だった。
　C. difficile トキシン A およびトキシン B による

クロストリジウム腸炎が米国で散発的に発生し
た。更に、C. difficile トキシン A による腸性毒血
症も数例で確認されている。
　東部ウマ脳脊髄炎が米国で 13 例発生し、その
ほとんどはフロリダ州であった。アラバマ州では、
ウエストナイルウイルス脳炎がウマに 1 例発生
した。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州で 1例発生した。
　ロドコッカス症が米国全土で多数発生した。ド
イツおよびスイスでは、それぞれ 1 例のウマア
ナプラズマ症が確認され、日本では破傷風が 1
例発生した。
　
＊オーストラリアは第 1四半期報告書より
 
馬のピシウム感染症
　温暖な気候、湿潤な土壌、そして水生植物の三
つが揃うと、Pythium insidiosum（訳注：Pythium
属は卵菌類に属する真菌で、多くは水中に生息す
るが土壌中にも生息。植物に感染する種もある）
が 増 殖 し、定 着 し や す く な る。Pythium 
insidiosum は、植物に対する病原体であるが、
時々、哺乳類や鳥類でも感染がみられる。ウマの
本疾病（ピシウム感染症）は、世界的に分布して
おり、国ごとにそれぞれ異なる名称で知られてい
る：インドでは「bursatte」、オーストラリアと
米国では「leeches」あるいは「swamp cancer」、
そしてブラジルでは「feridada moda」と呼ばれ
ている。
　ウマでは、本菌は主に皮膚および皮下織に潰瘍
性、肉芽腫性病変を引き起こす。 P. insidiosum は、
他の動物においても消化管型、眼病型、および、
散在型の疾病を引き起こす。
　ウマにおいて皮膚病変は、四肢、胸部および腹
部といった P. insidiosum の遊走子（感染性の発
育期）を含んでいる水と直接接触する部分におい
てより頻発する。遊走子は、傷の無い皮膚を貫通
して侵入することができないとされているが、蚊
の刺傷のような小さな損傷部位からも十分に侵入
できると考えられている。ウマについては、P. 
insidiosum による病変部位と吸血昆虫による刺傷

部位との関係性が証明されてきた。
　ピシウム感染症の発症機序は完全には解明され
ていないが、15～ 20 日の潜伏期間の後、ウマ
では、瘻孔からの漿液血液状の浸出液を特徴とす
る肉芽腫性、潰瘍性病変を形成するのが一般的で
ある。また、病変部は「kunkers」と呼ばれる実
質性かつ壊死性の灰色物質を含む。これらの
kunkers 内には、生きた菌糸（微細構造体）が生
存しており、ピシウム感染症をウマのサルコイド、
扁平上皮癌、肉芽組織やその他の疾患と鑑別する
際に重要である。
　ピシウム感染症は伝染性ではない。しかし、干
ばつ期には、慢性消耗性疾患の動物が、絶えず環
境中に kunkers を排出することによって、菌の生
活環の維持に役立っている可能性がある。近年、
本疾病がヒトの風土病となっている地域におい
て、湿潤な土壌から P. insidiosum の DNA が検出
されている。
　病気にかかりやすいウマ側の要因は不明である
が、沼地あるいは浸水した土地では本菌と接触す
るリスクが増加する。世界で最もウマのピシウム
感染症が流行している地域と考えられているブラ
ジルのパンタナール湿地において疫学調査が行わ
れ、その平均有病率は 5％だった。ブラジルでは
雨期は夏にあたるが、環境中での菌の増殖に適し
ており、症例数は顕しく増加する。
　ピシウム感染症の主な治療法は、病変組織の根
治的外科的切除、化学療法および免疫療法の組み
合わせによるため、本症の早期診断は、良好な予
後と直接的に相関する。しかしながら予防は困難
である。本菌の感染や免疫療法はいずれも、長期
にわたる防御抗体産生をもたらさない。それゆえ、
温暖な季節には湿地環境を避ける、血様漿液状の
浸出液を伴った治療に反応しにくい進行が急な創
傷は注意深く観察する、といった管理が必要であ
る。
連絡先：
Dr. Carlos E. Pereira dos Santos
cep.vet@ig.com.br
carloseduardo@ufmt.br
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá ‒ MT, Brazil

Dr. Régis A. Zanette
regnitro@yahoo.com.br
Dr. Janio Morais Santurio
janio.santurio@gmail.com
Federal University of Santa Maria
Santa Maria ‒ RS, Brazil

マイコトキシンの重要性に関する現在の考え
　マイコトキシンはカビ（真菌）によって産生さ
れる有毒な代謝物質である。飼料中のマイコトキ
シンがもたらす経済的な重要性は、飼料中のマイ
コトキシンレベル測定のための分析方法の進歩と
ともに、理解されるようになった。
　アフラトキシンは、主に Aspergillus flavus およ
び A. parasiticus によって産生されるマイコトキ
シンであり、これらの菌種は高温多湿の環境下で
増殖する熱帯性あるいは亜熱帯性の真菌であると
考えられている。
　多くの民間研究所では、アフラトキシンの 4
つの化学形を同時に測定することができる。ウマ
は他の動物種と同様、飼料中のアフラトキシンに
対して非常に感受性が強い。アフラトキシンは主
に肝臓が標的臓器であり、肝細胞の壊死および肝
癌を誘発する可能性がある。
　しかし世界的にみると、フサリウム属のマイコ
トキシンは、これまでに数百種類同定されており、
より普遍的である。フサリウム属のマイコトキシ
ン中毒症の研究は、アフラトキシン中毒症の研究
と比較するとかなり複雑である。フサリウム属の
真菌は、北アメリカと、ヨーロッパ、アジアおよ
び南アメリカの多部分をしめる温帯地域の土壌内
に生息する。最も一般的なフサリウム属のマイコ
トキシンは、DON（化学名デオキシニバレノール
あるいは一般名ボミトキシンとしても知られてい
る）、ゼラレノン、フモニシンとフザリン酸である。
　フサリウム属のマイコトキシン（主に DON）
に汚染されている穀物混合飼料によって、舎飼い
の牝馬において濃厚飼料の摂取量の減少が見ら
れ、さらに肝障害の所見も認められたということ
が報告されている。運動療法の負荷により、濃厚
飼料の摂取量は増加したものの、その後体重は減
少した。

　ウマは、特に飼料中のフモニシンに対して感受
性が高く、白質脳軟化症により死に至る場合があ
る。この脳疾患は、「moldy corn poisoning（か
びの生えたとうもろこしによる中毒症）」として、
より一般的に知られている。
　飼料中のマイコトキシンに関して、現在最も重
要な論点になっているのは、抱合型あるいは
「masked（被われた）」マイコトキシンという考
え方である。これらは、収穫前の飼料に付着した
カビが産生し、その後そのカビが付着した植物に
よって化学的に修飾されたマイコトキシンであ
る。これらの修飾型マイコトキシンは有毒である
と考えられているが、現在ほとんどの民間研究所
によって使われる分析法では検出することができ
ない。科学者達はさまざまな方法を駆使し、これ
らの化合物の重要性について精力的に研究してい
る。
　近年、飼料中のマイコトキシン汚染の頻度が増
加しているように見える。これは、ひとつには異
常気象によって作物の発育条件が悪化したことに
起因している可能性がある。北アメリカでは、
2012 年はとうもろこし生産地においてひどい干
ばつが起きた 1年だった。フモニシン汚染レベル
は異常に高く、過去にフモニシン汚染がほとんど
ない地域においても、とうもろこしのフモニシン
検出量は顕著であった。
　マイコトキシン検出のため分析法を改良して行
くことは、汚染された飼料や牧草に対するウマの
暴露を最小限にするために必要である。
連絡先：
Dr. Trevor K. Smith, (519) 824-4120
tsmith@uoguelph.ca
Department of Animal and Poultry Science
University of Guelph
Guelph, Ontario, Canada

ウマの皮膚リーシュマニア症
　リーシュマニア症は、偏性細胞内寄生原虫であ
る Leishmania 属に起因する人獣共通感染症であ
る。Leishmania 属には、地域によって異なる 30
以上の種が知られている。 本症は、東半球および
西半球の熱帯ないし亜熱帯地方の多くにおいて風

土病となっており、ヒトやイヌでの発病がよく報
告されている。ヒトのリーシュマニア症は、皮膚
型、皮膚粘膜型あるいは内蔵型の病変がみられる。 
内臓リーシュマニア症は、世界的に見ると寄生虫
疾患による死因の第 2 位である。臨床症状は、
発熱、貧血、下痢、皮膚の黒化、脾臓や肝臓の腫
大およびリンパ節腫脹などがある。
　イヌは家畜のなかでも最も罹患しやすく、本疾
病の保有宿主となっている可能性がある。 イヌの
リーシュマニア症には、内臓型、眼病型、皮膚型
がある。本疾病は、米国ではフォックスハウンド
（狐狩り用猟犬）で最も重要であるが、流行地域
おいては全犬種が罹患する。
　皮膚リーシュマニア症は、世界中のウマに報告
がある。病変は、頭部、外耳部、陰嚢、四肢およ
び頚部の小結節として最もよく見られる。これら
の小結節は潰瘍化し、しばしば外耳部のプラーク
（粥腫）または肉芽腫と間違われることがある。
ウマにおける内臓病変の報告は、それほど多くな
かった。
　L. infantum は、ドイツ、スペインおよびポル
トガルにおけるウマの皮膚リーシュマニア症の病
原体として報告されている。 近年、中央ヨーロッ
パで、L. siamensis（従来は、ヒトの内蔵リーシュ
マニア症の病原体として報告された）感染が 4
例のウマで確認された。南米では、L. braziliensis
が、ウマにおける病原体であると確認されている。
米国では、主に国際的な輸送歴を有するウマにお
いて、リーシュマニア症が散発的に確認されてい
る。しかしながら、最近フロリダ州において、2
例のウマが L. siamensis に起因する皮膚リーシュ
マニア症と診断された。
　リーシュマニアに感染する全ての哺乳類におい
て、その感染様式はサシチョウバエ類による媒介
と考えられている。東半球では Phlebotomus 属、
西半球では Lutzomyia 属が主なベクターである。
リーシュマニアは、雌のサシチョウバエが吸血す
る際に、唾液を介して体内に侵入する。
　ウマの皮膚リーシュマニア症は、病変部の押捺
標本または生検によって、マクロファージ内に原
虫を確認することで診断されることが多い。確定
診断や種の同定をするために、ポリメラーゼ連鎖

反応（PCR）とシークエンス分析を用いることが
できる。内部翻訳スペーサー領域 1（ITS1）をター
ゲットにした PCR 検査は、感度が最も高い。
　ウマの病変部は、しばしば self-limiting（訳注：
治療しなくても長期的には症状が落ち着き、回復
に向かう傾向）であるが、治療法として外科的切
除やアンホテリシン、フルコナゾール、五価アン
チモン化合物などの薬物療法がある。五価アンチ
モン化合物（スチボグルコン酸ナトリウムまたは
アンチモン酸メグルミン）がヒトにおける標準的
な治療薬で、ウマにおいても使われてきたが、こ
れらの薬物には潜在的に重篤な副作用があり、米
国では使用できない。 病変はしばしば自然に退行
するために、治療法の有効性を評価するのは困難
となる。
　ウマの国際的な輸送が増加するのに伴い、皮膚
小結節を認めるウマすべてで、リーシュマニア症
は考慮すべき疾病となっている。ウマは本症に
よって死亡することはないものの、ヒトに伝播し
うる種の Leishmania に感染している可能性もあ
る。
連絡先：
Dr. Sarah Reuss, (352) 294-4336
sreuss@ufl.edu
University of Florida
College of Veterinary Medicine
Gainesville, Florida

最新鋭の画像診断法
　筋骨格系の傷害後におけるリハビリテーション
や回復のための適切な治療計画は、正確な診断や
詳細な病態の把握に基づく。X 線検査や超音波検
査は診断には不可欠であるが、状態によっては正
確に診断できない場合もある。コンピューター断
層撮影法（CT）、磁気共鳴画像法（MRI）や核シ
ンチグラフィーなどによる高度な診断法は、その
ような症例に有用かもしれない。
　CT では、通常、ウマが動かないように全身麻
酔下で保定される必要がある。本法で描出可能な
領域は、四肢の遠位（手根骨あるいは足根骨から
蹄まで）や頭部である。この画像診断法は、骨に
ついての詳細な情報を提供するため、骨を評価す

るのに最も適しているだけでなく、軟部組織の評
価にも有用である。ウマにおける CT の一般的な
適応は、四肢遠位の骨折や、篩骨部の血腫、嚢胞
や新生物形成に関連する副鼻腔疾患あるいは歯の
異常などが挙げられる。CT によるコントラスト
促進法は、軟部組織内の正常な部位と異常な部位
をより鮮明に区別することができるもう一つの技
法である。この方法では、ヨード造影剤を静脈内
投与することで病態が可視化される。3D-CT も開
発され、傷害を受けた組織をより鮮明に描出する。
この技法は利用に制限が多かったが、更なる改善
により、全身麻酔を必要とせず、ウマを立位で検
査することができる CTシステムが開発された。
　MRI は、ウマを立位で検査することができる低
磁場装置から全身麻酔を必要とする高磁場装置ま
で様々なものがある。装置の構造上の理由により、
ウマにおいて描出できる部位は、四肢の遠位と頭
部に限られてしまう。MRIは CTと同様に、骨、腱、
軟骨や滑膜などの組織を比類なく強調する様々な
連続画像によって生み出された複数の 2 次元の
横断面画像を作り上げる。これらの画像が総合的
に診断されることで、検査部位に関してより詳細
な情報が得られる。MRI の長所は、軟部組織の構
造について詳細な情報を提供し、また他の診断法
では検出することのできない傷害部位を強調する
ことができる能力である。さらに MRI は、様々
な骨の傷害について比類ない情報を提供すること
ができる。MRI を利用することで、ウマの四肢遠
位における傷害について我々の理解は変わった。
そして本法は、競走馬の精密検査において非常に
有用な方法となり得る。
　他の有用な画像技法として核シンチグラフィー
がある。本法は血管（血流）パターン、軟部組織
の炎症や活発な骨リモデリングなどの変化を強調
することができる。限局的な傷害（骨挫傷、疲労
骨折）、退行性変化（飛節内種、趾骨瘤）、限局部
位への過度のストレス（蹄骨炎）、あるいは炎症
や感染症によって骨リモデリングの異常が起こり
得る。これらの状態は、X 線所見に変化が生じる
よりも前にシンチグラフィーによって判明する。
またシンチグラフィーは、急性の繋靭帯炎、仙腸
関節の損傷、蹄や蹄関節部の軟組織や骨の状態、

頚椎変形性関節症、胸腰部棘突起の重複
（「kissing spine（椎骨）」と呼ばれる）、飛節内種、
膝関節の損傷、骨盤骨折、橈骨々折、近位や遠位
の趾骨瘤、軟骨下嚢胞、そして歯の疾患でさえも
診断あるいはその状態を評価するのに有用である
ということを示してきた。
　要約すると、CT、MRI や核シンチグラフィーは、
ウマにより広く利用され始めており、これからも
有用な診断方法であり続けるであろう。これらの
診断法は、ウマの筋骨格系の診断や病態を把握す
る際に、臨床検査や診断麻酔、X 線検査や超音波
検査を補完するものとして用いられる。

連絡先：
Dr. Fred J. Caldwell
caldwfj@auburn.edu
and
Dr. Robert Cole, (334) 844-4490
rcc0025@auburn.edu
Auburn University
College of Veterinary Medicine
Auburn, Alabama

図：ウマの脳内腫瘍（真珠腫）のMRI 画像
画像はオーバーン大学獣医学科提供



（45）

文 献 紹 介

EQUINE PODIATRY  Section IV： LAMINITIS
蹄葉炎の病理　（ Christopher C. Pollitt ）

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　　琴寄泰光・桑野睦敏

蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

　蹄葉炎の研究は進み、以前より病態は明らかとなってきた。しかしながら、研究が進んだことでさ
らなる難問や想像していた結果と異なるデータが導きだされ、蹄病を扱う者を困惑させている。蹄葉
炎は、負重性のものと、繁殖牝馬にみられるものと、炭水化物多給で見られるものと、全身性疾患に
併発するものとでは、どうも病理発生が同じではないこともわかってきた。一方で、「それなら、ど
うして同じ病態が起こるのだ？」という至極もっともな疑問も払拭されていない。今回は、ミスター
蹄葉炎という異名をもつオーストラリア・クイーンズ大学の名誉教授 Christpher Pollitt 博士がまとめ
た実験発症による食餌性蹄葉炎の病理所見をご紹介する。紹介する文面は、Andrea E. Floyd 獣医師と
Richard A. Mansmann 教授が編集した Equine Podiatry というタイトルの単行本からの抜粋である。
炭水化物多給による食餌性蹄葉炎の病理をもっとも詳しく研究した Pollitt 博士の分かりやすい解説文
であることから、翻訳の価値があると判断した。なお、出版社からは商業目的でない翻訳は許可するが、
図表の掲載は有料であるとコメントをいただいた。読者には申し訳ないが、高額要求であったため、
今回、説明用の図は我々が研究で用いた症例写真を使わせていただく。また、現在、教科書出版時に
はなかった病理スコア 4 を、pollitt 博士の共同研究者であり弟子である Andrew van Eps が提唱して
いることから、これを加筆した。わかりづらい説明には、訳者注）をつけたので参考にされたい。

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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図１　蹄の断面（右）と葉状層の模式図（左）
葉状層は蹄壁内層にあたる表皮葉と知覚組織である真皮葉が
相互に勘合したもので、蹄壁中層から末節（蹄）骨を吊り下
げる力学的支持構造である。

グレード 1：基底細胞核が円形化し、配列が乱れる。SEL から BM が剥がれ、SEL の尖鋭化が始まるステージである。SEL が抜け始めた
部分には BM間に空胞が生じる（矢頭）。
グレード2： BM間からSELが更に抜ける（スライドする）。そして、SEL先端が更に細化する（矢頭）。BMは、PEL付近から離れて行く（点線）。
ＰＤＬ領域に炎症細胞（好中球）が僅かに認められることがある＊。
グレード 3：BM からの SEL の抜けが大きくなり（この所見では元の位置より半分以上抜けている）、そのスペースを埋めるように二重
であった BM が一重に接着して遊離する（矢頭）。SEL が抜けた痕の遊離した BM はステージ 2 より長い。また、PEL と BM の間隔が更
に広がる（点線）。そして、PDL および SDL 内では、血管を中心として炎症細胞（好中球）が比較的多数観察される（挿入図：白四角域）＊。
＊訳者注）　原著の図説に炎症細胞浸潤についての明瞭な解説はないが、personal communication として Pollitt 博士に確認した内容。
グレード 2と 3を区分する際の参考にしている。

図２　蹄葉炎の重症度を反映した葉状層の組織学的分類（正常・グレード 1 - 3）の光学顕微鏡所見（PAS 染色）。
BM=基底膜、PDL= 一次真皮葉、PEL= 一次表皮葉、SDL= 二次真皮葉、SEL= 二次表皮葉

序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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表皮葉と真皮葉が完全に剥離。PDL は PEL の間から抜け、真皮に埋没するように凝縮している（組織像下部）。肉眼的にも葉状層の従
来構造が崩壊している（矢頭）。
＊訳者注）　原著には含まれない新しいグレード。Dr.Christpher Pollitt と Dr. Andrew van Eps が現在提唱している。

図３　グレード 4＊の光学顕微鏡所見（ａ）と肉眼所見（ｂ）

序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。



（50） 馬の科学　Vol.52（1）2015

蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。

参考文献
１．Galey FD, Whiteley HE, Goetz TE et al: Black 
walnut (Juglans nigra) toxicosis: a model for 
e q u i n e  l am i n i t i s ,  J  C ompa r  P a t h o l  
104;313-326, 1991.

２．Obel N: Studies of the histopathology of 
acute lamini t is ,  Thesis ,  A lmgvist  and 
Wilcsells Bottrykeri Ab Uppsala, 1948.

３．Pollitt CC: Basement membrane pathology: a 
feature of acute equine laminitis, Equine Vet 
J 28:38-46, 1996.

４．Garner HE, Coffman JR, Hahn AW et al: 
Equine laminitis of alimentary origin: an 
e x p e r imen t a l  mode l ,  Am  J  V e t  R e s  
36:441-444, 1975.

５．Johnson  P J ,  Gan j am  VK ,  S l i gh t  SH :  
Tissue-specific dysregulation of cortisol 
metabolism in equine laminitis, Equine Vet J 
36: 41-45, 2004.

６．Johnson PJ: The equine metabolic syndrome 
(peripheral Cushing’ s syndrome), Vet Clin 
North Am Equine Pract 18: 271-293, 2002.

７．Longland A, Cairns A: Sugars in grass: an 

o v e r v i e w  o f  s u c r o s e  a n d  f r u c t a n  
accumula t i on  in  t empera te  g rasses ,  
International Research Conference on 
Laminitis, Stoneleigh, Warwickshire, England, 
1998, Dodson and Horrell.

８．Watts K: Information on the current research 
and prevention of grass founder in horses 
(Website) : www.safergrass.org.

９．Pollitt CC, Kyaw-Tanner M, French KR et al: 
Equine laminitis: in-depth, Proceedings of the 
American Association of Equine Practitioners 
49th Annual Convention, Lexington, KY, 
2003, AAEP.

10．Eustace RA, Redden　RR:　latrogenetic　
laminitis, Vet Rec 126: 586, 1990.

11．French KR, Pollitt CC: Equine laminitis: loss 
of hemidesmosome ultrastructure correlates 
to dose in an oligofructose induction model, 
Equine Vet J 36: 299-302, 2004.

12．Pollitt CC, Daradka M: Equine laminitis 
basement membrane pathology: loss of type 
IV collagen and laminin immunostaining, 
Equine Vet J Supple 26: 139-144, 1998.

13．Hood DM, Amoss MS, Hightower D et al: 
Equine Laminitis 1: radioisotopic analysis of 
the haemodynamics of the foot during the 
acute  d i sease ,  J  Equ ine  Med Surg  2 :  
439-444, 1978.

14．Allen D Jr ,  Clark ES,  Moore JN et  a l :  
Evaluation of equine digital Starling forces 
and hemodynamics during early laminitis, 
Am J Vet Res 51:1930-1934, 1990.

15．Daradka M, Poll itt  CC: Epidermal cell  
proliferation in the equine hoof wall, Equine 
Vet J 36:236-241, 2004.

16．Kyaw-Tanner M, Pollitt CC: Equine laminitis: 
i n c r e a s e d  t r a n s c r i p t i o n  o f  m a t r i x  
metalloproteinase-2 (MMP-2) occurs during 
the developmental phase, Equine Vet J 
36:221-225, 2004.

17．Pollitt CC, Pass MA, Pollitt S: Batimastat 
(BB-94) inhibits matrix metalloproteinase of 

equine  lamin i t i s ,  Equine  Vet  J  Suppl  
26:119-124, 1998.

18．Birkedal-Hansen H: Proteolysic remodeling 
of extracellular matrix, Curr Opin Cell Biol 
7:728-735, 1995.

19．Pirilla E: Expression and role of matrix 
metalloproteinases and the laminin-5, 
gamma-2 chain in wound healing and cell 
migration, Thesis, University of Helsinki, 
Finland, 2003.

20．Mungall BA, Kyaw Tanner M, Pollitt CC: In 
vitro evidence for a bacterial pathogenesis of 
equine laminitis, Vet Microbiol 79:209-223, 
2001.

21．Weiss DJ ,  Geor RJ ,  Johnston G et  a l :  
Microvascular thrombosis associated with 
onset of acute laminitis in ponies, Am J Vet 
Res 55: 606-612, 1994.

22．Prasse KW, Allen D Jr, Moore JN et al: 
Evaluation of coagulation and fibrinolysis 
d u r i n g  t h e  p r o d r o m a l  s t a g e  o f  
carbohydrate-induced acute laminitis in 
horses, Am J Vet Res 51:1950-1955, 1990.

23．Pollitt CC, Davies CT: Equine laminitis: its 
development coincides with increased 
sublamellar blood flow, Equine Vet J Supple 
26:125-132, 1998.

24．Robinson NE, Scott JB, Dabney JM et al: 
Digital vascular responses and permeability 
in equine alimentary laminitis, Am J Vet Res 
37:1171-1176, 1976.

25．Trout DR, Hornof WJ, Linford RL et al: 
Scintigraphic evaluation of digital circulation 
during the developmental and acute phases 
of equine laminitis, Equine Vet J 22:416-421, 
1990.

26．van Eps AW, Pollitt CC: Equine laminitis: 
cryotherapy prevents development of the 
acute lesion, Equine Vet J 36:255-260, 
2004.

27．Pol l i t t  CC ,  van  Eps  AW:  Pro longed ,  
continuous distal limb cryotherapy in the 

horse, Equine Vet J 36:216-220, 2004.
28．Worster AA, Gaughan EM, Hopkinson JJ et 
al: Effects of external thermal manipulation 
on laminar temperature and perfusion 
scintigraphy of the equine digit, N Z Vet J 
48:111-116, 2000.

29．Barton MH, Collatos C, Moore JN: Endotoxin 
induced expression of tumour necrosis 
factor ,  t issue factor and plasminogen 
activator inhibitor activity by peritoneal 
macrophages, Equine Vet J 28:382-389, 
1996.

30．Hunt RJ,  Allen D, Moore JN: Effect of 
endotoxin administration on equine digital 
hemodynamics and starling forces, Am J Vet 
Res 51:1703-1707, 1990.

31．French KR, Pollitt CC: Equine laminitis: 
cleavage of laminin 5 (L5) associated with 
basement membrane dysadhesion, Equine 
Vet J 36:242-247, 2004.

32．Roach DM, Fitridge RA, Laws PE et al: 
Up-regulation of MMP-2 and MMP-9 leads to 
degradation of type IV collagen during 
skeletal muscle reperfusion injury; protection 
by the MMP inhibitor, doxycycline, Eur J 
Vasc Endovasc Surg 23:260-269, 2002.

33．French KR, Pollitt CC: Equine laminitis: 
glucose deprivation and MMP activation 
induce dermo-epidermal separation in vitro, 
Equine Vet J 36:261-266, 2004.

34．French KR, Pollitt CC: Equine laminitis: 
congeni ta l ,  hemodesmosomal  p lect in  
deficiency in a Quarterhorse foal, Equine Vet 
J 36:299-303, 2004.

35．Hood DM: The hoof project (website):   
www.hoofproject.com. Accessed October 17, 
2006.

36．Hood  DM:  The  pa thophys i o l ogy  o f  
developmental and acute laminitis, Vet Clin 
North Am Equine Pract 15;321-343, 1999.

序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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蹄葉炎の病態形成
　蹄葉炎において、蹄に疼痛が発現する急性期に
先立ち無症状の病態形成期が存在する。その期間
は、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ（黒くるみ）のオガ
クズ抽出水溶液により実験的に発症させた蹄葉炎
では 8－12 時間と短く（1）、デンプン含有量の
高い穀物の大量摂取で発症させた蹄葉炎では 30
－40 時間と比較的長い（2 - 4）。臨床症状が認め
られない病態形成期であっても、患馬の体内では
消化器系、呼吸器系、生殖器系、泌尿器系のうち
一つあるいは複数の問題が起きているのが普通で
ある。さて、病態形成期には、すでに葉状層を剥
離させるトリガーが引かれている。蹄葉炎では、
四肢以外における前記の異常に影響を受け、表
皮̶真皮間の剥離性変化・崩壊を誘導する何らか

の因子が血液循環を介して葉状層に暴露されると
考えられるが、誘発因子の正体、正確な性質は、
未だ明らかでない。
　臨床現場においては、蹄葉炎発症馬は病態形成
期を経ることなく、すなわち、明らかな体調不良
や前駆症状をともなうことなく急性期の状態で発
見されることがある。近年は、この知らぬ間に進
行する蹄葉炎の病因は、肥満やそれに関連する内
分泌系の異常であると見なされている（5, 6）。
その他、前触れ無く発症する蹄葉炎としては、フ
ルクタンと呼ばれる春先の牧草に蓄積されやすい
水溶性糖類の摂取に関連する蹄葉炎（grass 
founder）もある（7, 8）。フルクタンは季節変動
により牧草の茎において突然濃度が高くなり、そ
れを摂取した馬に蹄葉炎を誘発する消化管障害を

起こしてしまう。この糖類により誘発される蹄葉
炎は、類似する糖類であるオリゴフルクトースを
使用することによって実験的に発症を確認するこ
とができる（9）。また、皮膚疾患の治療に使用
される強力かつ長時間作用するコルチコステロイ
ド製剤の非経口投与は、医原性の急性蹄葉炎を引
き起こしうることも報告されている（10）。
　病態形成期の理解については、蹄葉炎の最初の
臨床徴候である蹄の疼痛が認められる前に、葉状
層の吊り下げ機構の崩壊が始まる過程を知ること
が重要である。病態形成期における具体的な問題
（例えば急性腹症、穀物の過給によるアシドーシ
ス、電解質のバランス異常、横紋筋融解症、胎盤

停滞など）に対しては早急に対処すべきであるが、
残念ながら、蹄疼痛の存在を示唆する症状（前肢
の踏み替え等）が現れるまでは、治療に反応しな

いこともある。葉状層の病理学的プロセスは蹄疼
痛が明らかになる時にはすでに進行している。言
い換えれば、蹄疼痛は葉状層の病理学的崩壊を意
味する臨床徴候である。従って、蹄疼痛が病理組
織学的変化を伴わない代謝障害に由来しているも
のと思い込み静観していると、組織崩壊を早い段
階で防止あるいは改善する機会を失うことにな
る。蹄葉炎の最初の臨床徴候であり顕微鏡で観察
される組織病理の重症度と、オーベルの跛行分類
（2）に基づく跛行の程度は相関している（3）。
なお、前述の跛行分類グレードが高いほど、組織
所見、すなわち葉状層における損傷の重症度が増
す。また、すでに脆弱化した葉状層の吊り下げ機
構（蹄壁から蹄骨を吊り下げる構造）にストレス
が加えられた場合、そのダメージは更に重大なも
のとなるため、強制的な運動等は禁忌である。ま
た、神経ブロックは疼痛を消失させるが、同時に
葉状層にかかる運動負荷を助長してしまうため、
葉状層へのダメージを増大させることになる。

蹄葉炎の組織病理学的分類
　蹄葉炎の病態が形成されるにつれ、組織病理学
的変化が進行する。蹄葉炎の組織病理は、葉状層
（図１）における病変の重症度を基に三段階に分
類される（図2）＊。病理組織標本を過ヨウ素酸シッ

フ（PAS）と過ヨウ素酸メセナミン銀（PAM）の
いずれか、あるいは基底膜の特異抗体の免疫組織
化学的染色を用いて葉状層組織を染色することに
より、葉状層の基底膜を明瞭に観察できる。
＊訳者注：van Eps & Pollitt による最新の分類で
は、表皮葉と真皮葉の接着が全葉性に失わ
れ、なおかつ機械的に引き離された結果、両
者の接点が見られなくなったもの（図 3）をグ
レード 4 と定義している（Equine Vet J. 2014 
Sep;46(5):625-30）。グレード 4 は、肉眼で観察
しても表皮葉と真皮葉の剥離を確認できることが
多い。

組織学的分類グレード１
　病態形成期には、基底細胞および傍基底細胞の
形態が伸長して、結果として二次表皮葉の先端が
正常時の棍棒状の形態から薄く細くなる変化が認
められる（3, 11）。この変化が起こると、二次表
皮葉を構成する多くの基底細胞の核は丸くなり、
基底細胞と基底膜との接着構造が失われはじめ
る。すると、二次表皮葉の先端において、二次表
皮葉から剥がれた基底膜が小さな乳頭型の空胞を
形成するようになる。これが最初に確認される組
織変化であり、光学顕微鏡で観察するには、PAS
または PAMで染色しなければならない。

組織学的分類グレード２
　負重と離地を繰り返すことにより、接着性を
失った基底膜は二次真皮葉の結合組織ならびに毛
細血管を伴って、徐々に二次表皮葉から剥がれて
いく。すると、隣り合った二次表皮葉の間には基
底膜が無い状態になる（12, 13）。毛細血管の喪
失は、血流に対する抵抗（指あるいは趾動脈の拍
動）が初期の蹄葉炎において 3.5 倍にもなってい
る理由（14）、また、急性蹄葉炎の馬において動
静脈吻合の拡張により葉状層の血管床がバイパス
されているように見える理由かもしれない（13）。
そして、マトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）産生と活性化が引き金となって、これら
両方の現象が引き起こされている。基底膜との接
着を失った表皮葉基底細胞は、少なくともすぐに
は細胞死せず、一次表皮葉の両側に不定形な細胞
塊として凝集する。

組織学的分類グレード３
　蹄葉炎における最悪のシナリオは、急速な表皮
葉全域にわたる基底膜からの剥離である。基底膜
は表皮葉から剥がれた結果、二次真皮葉とともに
その周囲でたわみ、さらに、二次表皮葉が抜けた
スペースを埋めるような一重構造に凝集してしま
う†。真皮葉の血管周囲を中心とした領域に炎症
細胞（好中球）の浸潤が観察される。また、剥離
した表皮葉は、結合識性の真皮葉間に孤立した円
柱状組織として観察できることもある。最初は、
表皮葉の尖端が真皮葉から抜け落ちていくように
観察されるが、剥離の程度が進行するにつれ、蹄
壁と末節骨（蹄骨、第３指骨は同義語）の距離が
ミリメートル単位で計測できるほどに広がってし
まう＊。ここまで進行すると、臨床的に「シンカー
型蹄葉炎」として認知されることがある。基底膜
は末節骨周囲の結合組織（真皮）と表皮葉とを繋
ぐ鍵となる構造であることから、基底膜の大規模
な破壊は、蹄の解剖学的な構造を保持できなくな
り無残な結果に陥ることとなる。これが慢性蹄葉
炎の特徴である。
† 原文を意訳
＊訳者注：この段階を van Eps & Pollitt の新しい
分類ではグレード 4としている。

蹄葉炎の病態生理学
　病態形成期に始まる基底膜の接着構造の破綻に
より、正常時には臨床上の問題が起こりにくい蹄
壁と末節骨の結合強度が驚くほど速く損なわれ
る。葉状層の病変部では、通常は厳格に制御され
ている蹄の代謝プロセスが混乱していると指摘さ
れている（9）。表皮葉の代謝性リモデリングは、
表皮葉が増殖層（産生母体）から産生された後、
末節骨に対して下方にスライドしていく過程で必
要だが、蹄葉炎の発生過程では、偶発的にその機
能が異常に活性化している可能性がある（15）。
基底膜による接着構造の主要素を破壊できる代謝
性リモデリングに必要な酵素は、正常な葉状層で
も存在が証明されており（16）、蹄葉炎に罹患し
た葉状層ではさらに増量していることが知られて
いる（17）。その酵素とは、人や動物の骨、関節、
子宮内膜ならびに悪性腫瘍で組織のリモデリング
が行われる時に認められる MMP-2 および
MMP-9 である（18）。葉状層におけるこれら
MMPの活性は、蹄に常時かかる圧力や捻転力に、
また、蹄壁のコンスタントな成長に応答している
と推測されている。葉状層の局所で活性を示す
MMP は、必要に応じて表皮葉における細胞間な
らびに表皮細胞̶基底膜間の接着を崩壊させるこ
とにより葉状層の形態を正常に保っており、さら
に、基底膜に損傷が起こる度にその分解と再構築
に貢献している。放出された各種 MMP はリモデ
リング過程の恒常性を保つため、生体内 MMP 阻
害因子により制御されている。蹄葉炎では、これ
らの酵素の活性は、末節骨周囲の真皮葉と接合す
る基底膜から表皮基底細胞をゆっくりと引き剥が
す役割を担うことになる。
　なお、ウマ以外の動物種の表皮細胞は、サイト
カインに曝された際に容易に MMP 産生を増加さ
せることが明らかとなっている。培養したヒトの
口腔粘膜の角質細胞では、腫瘍壊死因子（TNF）、
インターロイキン－１およびトランスフォーミン
グ成長因子－１（TGF-1）の増加に反応して
MMP-9 を増産する（19）。また、蹄葉炎におい
ても葉状層において MMP 産生は増加し（16）、 
さらに MMP は活性化される（17）。だが、それ
が血液循環中のサイトカインに対応してのもの

か、他の幾つかの誘発因子に対応してのものなの
かは未だ明らかにされていない。一方、蹄の葉状
層を用いた in vitro での実験では、いくつかのサ
イトカインに暴露されても葉状層内 MMP は活性
化しなかったという報告もある（20）。
　蹄の循環障害が蹄葉炎の原因とされてきたが、
これに対抗する代替論として、酵素が関与してい
るとする説がある。近年、蹄葉炎では間質液の静
水圧の上昇および静脈の圧縮が起こるが（コン
パートメント症候群）、このため葉状層の毛細血
管内血流が妨げられ、結果的に表皮葉が虚血壊死
するとされている（14）。ところが、表皮葉の細
胞壊死、血栓および浮腫といった所見は、蹄葉炎
初期の組織片内には認められず（3）、一次真皮
葉の血管は、微細なものも含めて微小血栓を伴わ
ずに拡張する（21）。さらに、炭水化物多給によ
る急性蹄葉炎では、全身のいかなる領域でも血栓
および線溶系カスケードの異状（凝固亢進）は認
められていない（22）。解剖直後の蹄葉炎組織は
肉眼的に乾燥性、あるいは表皮葉は剥がれて見え
る。一方、コンパートメント症候群に侵された組
織では漿液浸出性である。

蹄葉炎のトリガー因子
　蹄葉炎のトリガーとなる因子は、どのように葉
状層に影響しているのであろうか。トリガー因子
について強く示唆を与える３つの報告がある
（23-25）。すなわち、蹄葉炎の形成期では、蹄循
環が拡張性であるが、これが収縮性であると蹄葉
炎は発症しない。これは、蹄循環が拡張している
ためにトリガー因子が充分な濃度かつ充分な時
間、葉状層組織に作用でき、患馬は蹄葉炎を発症
することを示唆している。従って、蹄葉炎発症リ
スクの高い状態の蹄を可能な限り冷却し、血管を
収縮させるクライオセラピーは蹄葉炎の予防法と
して論理的である。例えば一肢のみを冷却し、残
りの三肢を室温で管理した実験では、冷却した一
肢でのみ蹄葉炎を予防できることが報告されてい
る（26）。ヒトと異なり、ウマは蹄を著しく冷却
しても不快に感じないため、病的な影響を受ける
ことなく数日間、下肢部を氷水につけておくこと
ができる（27）。こうして冷却した蹄と室温管理

した正常蹄における血液循環をシンチグラフィー
で比較すると、正常時に比べ氷冷した蹄では、冷
却前の 80.5％ほどに循環血量が減少している
（28）。
　では、蹄葉炎のトリガー因子は何か。炭水化物
多給モデルにおける蹄葉炎の発症には、体内での
エンドトキシン産生の関与が疑われ、血液循環内、
腹腔内あるいは他の部位に存在するマクロファー
ジが、他の急性胃腸疾患の発症時と同じようにエ
ンドトキシンによる刺激を受けていると推定する
のは難しくない（29）。数分間のエンドトキシン
暴露では、マクロファージなどの単核貪食細胞は、
インターロイキンなど他のサイトカインと共にＴ
ＮＦを放出する。このような急性腹症におけるサ
イトカイン・カスケードは、ほとんどのエンドト
キシン血症において病態形成を演出する要因と言
われる。しかしながら、これまで血液循環または
腹腔内へのエンドトキシンの投与により蹄葉炎が
発症したという報告はなく（30）、蹄葉炎の本当
のトリガー因子は未だ明らかになっていない。
　最近の研究では、葉状層の崩壊は制御下にない
過度の MMP 放出によりもたらされると言われて
いる（16）。これについては、新鮮かつ正常な蹄
壁深部組織の外植片＊を用いた in vitro の蹄葉炎モ
デルで説明されている（17, 20）。それぞれの外
植片には、蹄壁中層、葉状層および周辺結合識が
含まれており、蹄葉炎のトリガー因子を添加して
48 時間培養後、外植片を蹄壁表層から深層にむ
けて牽引し、蹄葉炎の臨床発症例と同様に表皮葉
と真皮葉が剥離した場合、in vitro における蹄葉
炎を発症したと考えた。外植片を、トリガー因子
を含まない培地にて培養した場合、葉状層の剥離
性変化を起こすことなく最長 7日目まで培養が可
能であった。また、この正常な外植片を牽引して
も、表皮葉と真皮葉を剥離させることは事実上不
可能であった。外植片の剥離を容易に誘導できた
一つの現象として MMP 活性の上昇があった。す
なわち、非生理的な MMP 活性化因子としてよく
知られる有機水銀化合物の酢酸アミノフェニル水
銀（APMA）を培地に添加すると外植片の剥離が
起こった。病理組織学的に検索すると、APMA 処
置葉状層の剥離性変化は、基底膜と表皮基底細胞

の間で起こっていたことが確認された。これより、
本 in vitro 発症蹄葉炎モデルの特徴は、自然発症
例の葉状層で起こっている基底膜病変との共通点
が多く、蹄葉炎を in vitro で再現したと考えられ
た。さらに、ウマの蹄葉炎の原因と疑われた要素
の多くをこの in vitro モデルで検証したところ、
ウマの葉状層における殆ど全てのサイトカイン、
組織因子およびプロスタグランジンでは、蹄
葉炎発症に抵抗性と証明された。グラム陰性
菌のエンドトキシン、Ｂｌａｃｋ　Ｗａｌｎｕｔ
（黒くるみ）の抽出液、嫌気的培養環境のいずれ
も葉状層の剥離あるいは MMP 活性の上昇を誘導
することができなかった。しかしながら、特筆す
べき例外が一つだけあった。ウマの盲腸から分離
培養されたStreptococcus bovisに含まれる因子は、
ウマの蹄における MMP-2 を活性化させることに
より葉状層の剥離を引き起こした（20）。穀類の
過剰摂取では、S. bovis は、ウマの後腸において、
炭水化物による急激な乳酸発酵の中心的な役割を
果たす重要な微生物である。発酵材料がほぼ無限
に存在するため、S. bovis は指数関数的に増数す
る。ウマの蹄葉炎の自然発症例における S. bovis
のもつ MMP 活性因子の役割は未だ調査中である
が（20）、それが後腸の粘膜バリアを通過して血
液循環に混入した場合、少なくとも炭水化物の過
給による蹄葉炎の「原因」となると考えられる。
これは、外因性の蹄葉炎のトリガー因子であると
言い換えられよう。
＊訳者注：組織培養するために取り出した組織片
　組織 MMP の活性は長きにわたり、ヒトの悪性
黒色腫、乳癌および結腸癌などの致死的腫瘍の侵
襲性や悪性の度合いに強く関与しているとされて
きた。近年、蹄の葉状層において、MMP-2 の発
現に関与する遺伝子の発現が確認されている
（16）。炭水化物の多給による急性蹄葉炎を発症
したウマでは、投与後 48 時間にわたり MMP-2
遺伝子発現の亢進が認められた。急性蹄葉炎の一
連の動態において早い段階に観察されるこの
MMP 恒常性の混乱は、蹄の疼痛を引き起こし、
臨床的な蹄葉炎の発症の引き金になる。蹄葉炎発
症から 24、36 および 48 時間に採材された葉状
層の生検組織の全てにおいて（Wattle および

Pollitt による未発表データ）、我々のグレーディ
ング・システムで分類可能な病理組織学的所見が
認められた（3, 31）。24 時間後では、葉状層は
正常な構造を保っているものの、二次表皮葉全体
は細くなり、基底細胞の核は丸くなる。36 時間
後では、二次表皮葉は更に細くなり、核が丸くなっ
た表皮基底細胞の配列が乱れてくる。この時、二
次表皮葉の先端構造は、正常時の半円状から尖状
に変わる。48 時間後でのみ、二次表皮葉の基底
細胞と基底膜とが離れており、36 から 48 時間
後の期間に両者が離れ始めることを示唆してい
た。臨床医が蹄葉炎による蹄疼痛に気付くまで、
基底膜における病態が潜在的に進行する。葉状層
に明らかなダメージを負うことなく病態形成期を
耐過させるなら、いかなる予防処置（26）も治
療も、蹄の疼痛が認められる前に実施しなければ
ならない。トリガー因子の分析が進歩してきたこ
とに加え、in vitro および in vivo のいずれにおい
ても薬剤により MMP 活性を抑制することが可能
となってきた（32）。クイーンズランド大学の
Australian Equine Laminitis Research Unit で は、
MMP 抑制剤が蹄葉炎の自然発症例を予防または
回復させることが可能か否かの試験が実施されて
いる。

超微細構造の変化
　蹄葉炎に対する透過型電子顕微鏡検査（TEM）
および免疫蛍光的顕微鏡検査（IFM）は、同疾患
のメカニズムを知るための新しい視点を与えてく
れる。ヘミデスモソームは、二次表皮葉の基底細
胞と基底膜とを繋ぐ半接着斑と呼ばれる構造であ
る。急性蹄葉炎における二次表皮葉の TEM 所見
では、ヘミデスモソームの多くが失われ、崩壊し
ており、さらに基底膜の剥離や細胞骨格の損傷な
らびに基底細胞核の円形化が随伴する。このヘミ
デスモソーム損傷の規模と、炭水化物の投与量と
は相関関係にある（11）。このデータは細菌病因
論を支持している（20）。あくまで仮説だが、炭
水化物の多給は微生物の増殖要因となり、より高
濃度の蹄葉炎トリガー因子を産生することに繋が
ると考えられる。なお、十分なグルコースが与え
られない環境で蹄の葉状層を in vitro 培養し、こ

れを引き剥がす張力をかけた場合、表皮基底細胞
は脱核し、ヘミデスモソームは菲薄化する（33）。
毒血症や内分泌異常と関連した蹄葉炎では葉状層
へのグルコース供給が制限されるが、生体では前
記の現象が起こっていると考えられる。また、張
力負荷のかかった状態で MMP が活性化すると表
皮葉と真皮葉は剥離するが、この時、ヘミデスモ
ソームの微細構造には電顕上変化がない。しかし、
活性化MMP は、ラミニン 5 によりなる係留細線
維（アンカリング・フィラメント）を分断し、表
皮葉と真皮葉を剥離させると考えられている
（31）。
　健全な葉状層の維持が正常なヘミデスモソーム
の存在に依存していることは、半接着斑タンパク
質の一つを先天的に欠損した新生子馬の一症例を
見れば明らかである。そのクォーターホース種の
子馬（45 日齢）は、生後直後から慢性蹄葉炎の
臨床症状および病理学的所見が認められていた
（34）。蹄葉炎の特徴的な病理組織学的所見は、
同馬の前肢蹄にのみ認められ、TEM により四肢
蹄の葉状層のヘミデスモソームの萎縮、変形およ
び細胞骨格（ケラチン線維）からの分離が観察さ
れた。一方 IFM では、四肢蹄のヘミデスモソー
ムにおいて半接着斑タンパク質が認められなかっ
た。上記新生子馬の症例は、細胞骨格安定化タン
パク質＝プレクチンの遺伝的発現障害であり、遺
伝的表皮水疱症として知られている希少例であっ
た。このプレクチンを欠くため蹄の葉状層組織の
細胞骨格やヘミデスモソームは不安定となり、生
後起立した際に前肢に負荷がかかった結果、蹄葉
炎症状を発症した。このように、たった一つのタ
ンパク質を持たないことが、組織の機能不全と蹄
葉炎発症の原因となったのである。なお、病理学
的損傷が前肢にのみ認められたことは、蹄葉炎の
予防処置を決定する際に必要となる前肢蹄にかか
る荷重の大きさの重要性を物語っていた。

まとめ
　現在、蹄葉炎の病態生理に関する仮説は無数に
存在するが（35）、本稿では、MMP 活性などの
酵素学的発症要因のほか、毒素の循環や炎症誘発
性因子（炭水化物多給）など、いくつかの発症要

因について焦点を絞った。これらの発症要因の仮
説については、蹄葉炎のトリガー因子がどのよう
に肺、腎臓および肝臓に病理学的損傷を与えるこ
となく通過しているのかを解明することが課題と
なっている（36）が、このことは恐らく、ウマ
科動物特有の解剖学的構造に関係すると考えられ
ている。MMP の活性化とこれを基礎とする基底
膜での表皮葉̶真皮葉間の剥離は、様々な器官の
上皮̶真皮組織でも起こりうるが、体重負荷の影
響が無ければ、結果的にそれらの病態は一時的で
あろう。しかしながら、蹄の表皮葉と真皮葉の間
に存在し、接着部から引き剥がすような負荷がか
かり続ける蹄では、病態の進行は止まることなく
増大する傾向にあると考える。今後、ウマの蹄葉
炎の病態形成期に蹄にかかる負荷の軽減方法が明
らかになったあかつきには、この主張の妥当性に
ついて調査・研究されることになるだろう。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。

　創傷性角膜炎や角膜潰瘍といった角膜疾患は、競走馬において頻繁に発生する疾患であることは周
知のことと思います。角膜潰瘍が重症化すれば、その治癒に長い時間を必要とし、経済的損失が大き
くなることから、その病態解明と治療法の開発は重要です。細菌や真菌の感染があれば、基本的な治
療として適した抗菌薬／抗真菌薬の点眼が行われておりますが、それに加えて過度の角膜組織の分解
を抑制するためにタンパク質分解酵素の阻害を目的に自家血清や薬剤が一般的に使用されておりま
す。この文献は、角膜における組織学的な事象について概説し、さらに、治療に用いられるタンパク
質分解酵素阻害剤に関して総論的にまとめたものです。本論文の概要は以下の通りです。

・角膜組織中には潜在的にタンパク質分解酵素があり、正常時は抑制因子と安定的なバランスが保た
れている。
・角膜潰瘍などの疾患時では、角膜の細胞や炎症細胞からタンパク質分解酵素が分泌される。
・感染性角膜炎では、微生物もタンパク質分解酵素を産生する。
・タンパク質分解酵素の中で、角膜潰瘍などの病的な角膜において発現する代表的なものとして、
MMP（マトリックス・メタロプロテイナーゼ）とセリンプロテアーゼがある。
・タンパク質分解酵素の活性は、急速な病態悪化をもたらし、また、活性酵素の抑制により病態の進
行の抑止と改善が望める。
・タンパク質分解酵素阻害剤は溶解性、難治性角膜炎の治療に推奨されている。その中でも、MMP
を阻害する薬剤として、EDTA、N- アセチルシステイン、テトラサイクリン系抗菌薬、MMP とセリ
ンプロテアーゼ両方を阻害する効果を持つものとして自家血清がある。
・重度の角膜潰瘍では、タンパク質分解酵素阻害剤の 1～ 2時間ごとの点眼が推奨される。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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表 1　溶解性角膜潰瘍に対して利用可能なタンパク分解酵素阻害剤

序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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緒論
　馬において体重の減少は問題となることが多
く、一般には栄養疾患、歯牙疾患および寄生虫感
染を伴うことが多い。体重が減少するメカニズム
として、栄養の利用能低下、摂取量低下および吸
収能低下、あるいは栄養の消費量ならびに要求量
の増加などが考えられる。しかし、十分な量でな
おかつ良質な飼料を与えられているにもかかわら
ず体重が減少し続ける場合には、診断が困難とな
る。
　食欲があるにもかかわらず体重減少を示す馬に
対するアプローチ方法について検討している報告
は数多くあるものの、実際の臨床例に関する報告
は少なく、有病率やリスクファクターおよび予後
指標に関する情報は不足している。そこで、本研
究は食欲があるにもかかわらず体重減少を示す馬
の医療記録を回顧的に比較検討することで、臨床
病理所見と臨床診断および予後の相関を疫学的に
解析することを目的として実施した。

材料と方法
　2002 年 4 月 か ら 2011 年 5 月 の 間 に
University College Dublin Veterinary Teaching 
Hospital（UVTH）に提供された、食欲があるに
もかかわらず体重減少を示す馬の医療記録を解析
した。馬のヒストリー（品種、性別、年齢、発症

から来院までの期間、管理方法、オーナーの所有
期間、飼養目的）、身体検査所見（BCS）、診断検
査とその結果（総タンパク濃度、アルブミン濃度、
糞便中の虫卵量 (FWEC)、ブドウ糖負荷試験
(OGTT)、腹腔穿刺、腹腔超音波検査、十二指腸
および直腸生検）、診断、および予後の記録を用
いた。診断としてあらゆる原因が除外された場合
には特発性と分類した。
　記録は退院後最低 12 か月以上の予後を追跡で
きた馬のものを使用した。UVTH を退院後 12 か
月以内に死亡した馬を非生存群 (nonsurvival)、
12 か月年以上生存した馬を生存群 (survival) に分
類し、記録した各項目の数値あるいは群と予後と
の相関を統計学的に解析した。

結果
　2002 ～ 2011 年に UVTH に来院した全 7312
頭のうち、本研究では 40 頭の馬の記録を使用し
た。品種、性別、年齢、発症から来院までの期間、
管理方法、オーナーの所有期間および飼養目的と
予後との間に相関は認められなかった。
　来院時の BCS は 37 頭で記録されており、BCS
と品種、総タンパク濃度、アルブミン濃度および
発症から来院までの期間との間に相関があること
が判明した。
　全ての馬で来院時に血液学的および血清学的検

査が実施されており、総タンパク濃度およびアル
ブミン濃度はそれぞれ 11 頭および 23 頭の馬で
低値を示していた。また、survival 群の総タンパ
ク濃度あるいはアルブミン濃度は nonsurvival 群
と比較していずれも有意に高値を示しており、予
後と相関があることが明らかとなった。
　FWEC、直腸検査、腹水検査、OGTT および腹
部超音波検査の結果は予後との間に相関はなかっ
た。
　24 頭で確定診断が下り、このうち 9 頭は剖検
後に判明した。診断は炎症性腸疾患（IBD）13 頭、
腸のリンパ肉腫 4 頭、盲腸鼓張 1 頭、呼吸器疾
患 3 頭、脳下垂体機能不全 1 頭、常同行動 1 頭、
脾臓破裂 1 頭であり、残る 16 頭は特発性と診断
された。診断と予後との間に相関は認められな
かった。

考察
　本研究において、発症から来院までの期間と
BCS との間には相関が認められたことから、BCS
と発症から来院までの期間の相関性は原因疾患の
重篤度を反映していると考えられた。しかし、体

型は品種によって異なるため、本研究における品
種と BCS の間の相関は品種ごとの体型の違いに
よるものであると推察された。よって、今後は品
種と飼養目的を考慮したうえで BCS を判定して
いくことが望ましいと考えられた。
　本研究では 58% の馬が低アルブミン血症を示
したのに対して低タンパク血症を示した馬は
28% であった。統計解析の結果、来院時のアル
ブミン濃度や総タンパク濃度と生存率との間には
相関があることが明らかとなったことから、これ
らが低値を示すほど予後は悪くなると考えられ
た。一方で、総タンパクに含まれる要素は非常に
多いため、アルブミン濃度の方が予後指標として
適していると考えられた。また、低グロブリン血
症と低アルブミン血症がともに認められた馬は全
頭死亡しており、どちらも低値を示す場合はより
予後が悪くなることが推察された。
　本研究より、食欲があるにもかかわらず体重減
少を示す馬において、BCS とアルブミン濃度を合
わせて評価することが予後指標として有用である
ことが明らかとなった。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。

緒論
　馬において体重の減少は問題となることが多
く、一般には栄養疾患、歯牙疾患および寄生虫感
染を伴うことが多い。体重が減少するメカニズム
として、栄養の利用能低下、摂取量低下および吸
収能低下、あるいは栄養の消費量ならびに要求量
の増加などが考えられる。しかし、十分な量でな
おかつ良質な飼料を与えられているにもかかわら
ず体重が減少し続ける場合には、診断が困難とな
る。
　食欲があるにもかかわらず体重減少を示す馬に
対するアプローチ方法について検討している報告
は数多くあるものの、実際の臨床例に関する報告
は少なく、有病率やリスクファクターおよび予後
指標に関する情報は不足している。そこで、本研
究は食欲があるにもかかわらず体重減少を示す馬
の医療記録を回顧的に比較検討することで、臨床
病理所見と臨床診断および予後の相関を疫学的に
解析することを目的として実施した。

材料と方法
　2002 年 4 月 か ら 2011 年 5 月 の 間 に
University College Dublin Veterinary Teaching 
Hospital（UVTH）に提供された、食欲があるに
もかかわらず体重減少を示す馬の医療記録を解析
した。馬のヒストリー（品種、性別、年齢、発症

から来院までの期間、管理方法、オーナーの所有
期間、飼養目的）、身体検査所見（BCS）、診断検
査とその結果（総タンパク濃度、アルブミン濃度、
糞便中の虫卵量 (FWEC)、ブドウ糖負荷試験
(OGTT)、腹腔穿刺、腹腔超音波検査、十二指腸
および直腸生検）、診断、および予後の記録を用
いた。診断としてあらゆる原因が除外された場合
には特発性と分類した。
　記録は退院後最低 12 か月以上の予後を追跡で
きた馬のものを使用した。UVTH を退院後 12 か
月以内に死亡した馬を非生存群 (nonsurvival)、
12 か月年以上生存した馬を生存群 (survival) に分
類し、記録した各項目の数値あるいは群と予後と
の相関を統計学的に解析した。

結果
　2002 ～ 2011 年に UVTH に来院した全 7312
頭のうち、本研究では 40 頭の馬の記録を使用し
た。品種、性別、年齢、発症から来院までの期間、
管理方法、オーナーの所有期間および飼養目的と
予後との間に相関は認められなかった。
　来院時の BCS は 37 頭で記録されており、BCS
と品種、総タンパク濃度、アルブミン濃度および
発症から来院までの期間との間に相関があること
が判明した。
　全ての馬で来院時に血液学的および血清学的検

査が実施されており、総タンパク濃度およびアル
ブミン濃度はそれぞれ 11 頭および 23 頭の馬で
低値を示していた。また、survival 群の総タンパ
ク濃度あるいはアルブミン濃度は nonsurvival 群
と比較していずれも有意に高値を示しており、予
後と相関があることが明らかとなった。
　FWEC、直腸検査、腹水検査、OGTT および腹
部超音波検査の結果は予後との間に相関はなかっ
た。
　24 頭で確定診断が下り、このうち 9 頭は剖検
後に判明した。診断は炎症性腸疾患（IBD）13 頭、
腸のリンパ肉腫 4 頭、盲腸鼓張 1 頭、呼吸器疾
患 3 頭、脳下垂体機能不全 1 頭、常同行動 1 頭、
脾臓破裂 1 頭であり、残る 16 頭は特発性と診断
された。診断と予後との間に相関は認められな
かった。

考察
　本研究において、発症から来院までの期間と
BCS との間には相関が認められたことから、BCS
と発症から来院までの期間の相関性は原因疾患の
重篤度を反映していると考えられた。しかし、体

型は品種によって異なるため、本研究における品
種と BCS の間の相関は品種ごとの体型の違いに
よるものであると推察された。よって、今後は品
種と飼養目的を考慮したうえで BCS を判定して
いくことが望ましいと考えられた。
　本研究では 58% の馬が低アルブミン血症を示
したのに対して低タンパク血症を示した馬は
28% であった。統計解析の結果、来院時のアル
ブミン濃度や総タンパク濃度と生存率との間には
相関があることが明らかとなったことから、これ
らが低値を示すほど予後は悪くなると考えられ
た。一方で、総タンパクに含まれる要素は非常に
多いため、アルブミン濃度の方が予後指標として
適していると考えられた。また、低グロブリン血
症と低アルブミン血症がともに認められた馬は全
頭死亡しており、どちらも低値を示す場合はより
予後が悪くなることが推察された。
　本研究より、食欲があるにもかかわらず体重減
少を示す馬において、BCS とアルブミン濃度を合
わせて評価することが予後指標として有用である
ことが明らかとなった。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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緒論
　反回神経麻痺 (RLN) は反回神経損傷による末梢
での軸索変性、輪状披裂筋を除く同側性の固有筋
の神経原性萎縮に二次的に発生する馬の疾病であ
る。背側輪状披裂筋 (CAD) の機能の減退によって
披裂軟骨の運動麻痺となり、運動不耐性や呼吸雑
音を呈す。治療法として、喉頭形成術が用いられ
るが、その成功率は 60 から 85％となっており、
多くの馬で術後 6 週間以内に披裂軟骨の外転作
用が減少することが認められている。
　本研究は、喉頭形成術の際、CO2 レーザーによ
る輪状披裂関節 (CAJ) のデブリードメントによっ
て関節の硬直を促進させ、それにより披裂軟骨の
外転作用の減少を抑えることを目的として行っ
た。

材料と方法
　本研究には安静時の内視鏡検査において喉頭が
正常な 2-10 歳の馬を 7 頭供試し、うち 5 頭を
CO2 レーザーによる CAJ のデブリードメントと
喉頭形成術を行う処置群、2 頭を喉頭形成術のみ
を対照群とした。処置後 14 日に処置群 1 頭、対
照群 1頭、21，30，45 日には処置群を 1頭ずつ、

60日では処置群1頭、対照群1頭の安楽死を行っ
た。
　喉頭の評価は生前の内視鏡検査、および剖検後
気流の負荷を与えての検査にて行った。左披裂軟
骨の外転の評価の指標として、RLQ(a right to left 
angle quotient)、経喉頭インピーダンスを用いた。
結果
　RLQ は処置群、対照群ともに術後から安楽死
を行うまで、内視鏡検査にて大きな変化は認めら
れなかった。術後60日に安楽死を行った2頭は、
ともに左披裂軟骨による虚脱は抜糸の前後どちら
においても認められなかった。14 日に安楽死を
行った対照群において、抜糸に伴って左披裂軟骨
の外転が緩み、気流量が 50L/s において虚脱と
なった。
　気流量 10L/s および 60L/s における RLQ は、
抜糸前後どちらにおいても対照群において処置群
よりも高値となったが、経喉頭インピーダンスは
両群に有意な差は認められなかった。
　CAJ および周辺組織の病理組織検査では、レー
ザー処置群では処置後 14 日から 60 日まで、時
間経過に伴って関節包において
・血液、フィブリン、壊死組織片、リンパ系組織

の浸潤、腫脹
・骨格筋における、線維化を伴った変性、壊死
が認められた。CAJ の硬直は関節包や関節周囲組
織の線維化によるものであり、関節面の線維化に
よるものではなかった。
　対照群では関節軟骨の壊死は起こらず、血液、
フィブリン、壊死組織片の関節内貯留は認められ
なかった。

考察
　対照群において、処置後 14 日の抜糸後、外転
作用が低下し、披裂軟骨による虚脱が確認された。
一方、処置群の 14 日目では、抜糸後も外転を維
持していた。また、対照群の処置後 60 日に安楽
死が行われたものでは、剖検において抜糸を行っ
ても緩みは起こらず、動的虚脱は認められなかっ
た。これは、病理組織検査より、喉頭周囲の軟部
組織、骨格筋の線維化が起こっていたためだと思
われる。
　輪状軟骨関節面は凸状なためデブリードメント
は比較的容易だが、一方で披裂軟骨関節面は凹状
となっており、レーザーの届く領域が制限されて
しまうため、デブリードメントが困難となってい
る。このため、輪状軟骨関節からのデブリードメ

ントが腹側、最内側面において不完全となること
がある。処置群の病理組織所見から考えても、輪
状披裂関節におけるデブリードメントを行う際
は、関節包辺縁へのレーザー処置も併せて行うこ
とで、関節周囲の線維化を促すべきだと思われる。
　過去の研究で、喉頭形成術の際の輪状披裂関節
に物理的損傷を与えることで関節軟骨の安定性を
向上させるという結果がある。レーザーによる処
置は、コストがかかる、特殊な道具、設備が必要
になるといったマイナス面もあり、また、例数も
少ない。そのため、レーザー処置が CAJ の物理
的損傷に比べ、優れていると結論付けることはで
きないが、喉頭形成術を行う際は、輪状披裂関節
に対し、レーザーによるデブリードメントもしく
は物理的損傷を与える方法をとるべきだと思われ
る。
　以上より、CO2 レーザーによる CAJ のデブリー
ドメントは反回神経麻痺の馬における喉頭形成術
に有効であるということが分かった。本研究にお
いて、処置後を受けた馬は獣医学的に正常なパ
フォーマンスを発揮できるようにまで至ることが
分かったため、今後さらに研究を続けていくべき
だと思われる。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。

緒論
　反回神経麻痺 (RLN) は反回神経損傷による末梢
での軸索変性、輪状披裂筋を除く同側性の固有筋
の神経原性萎縮に二次的に発生する馬の疾病であ
る。背側輪状披裂筋 (CAD) の機能の減退によって
披裂軟骨の運動麻痺となり、運動不耐性や呼吸雑
音を呈す。治療法として、喉頭形成術が用いられ
るが、その成功率は 60 から 85％となっており、
多くの馬で術後 6 週間以内に披裂軟骨の外転作
用が減少することが認められている。
　本研究は、喉頭形成術の際、CO2 レーザーによ
る輪状披裂関節 (CAJ) のデブリードメントによっ
て関節の硬直を促進させ、それにより披裂軟骨の
外転作用の減少を抑えることを目的として行っ
た。

材料と方法
　本研究には安静時の内視鏡検査において喉頭が
正常な 2-10 歳の馬を 7 頭供試し、うち 5 頭を
CO2 レーザーによる CAJ のデブリードメントと
喉頭形成術を行う処置群、2 頭を喉頭形成術のみ
を対照群とした。処置後 14 日に処置群 1 頭、対
照群 1頭、21，30，45 日には処置群を 1頭ずつ、

60日では処置群1頭、対照群1頭の安楽死を行っ
た。
　喉頭の評価は生前の内視鏡検査、および剖検後
気流の負荷を与えての検査にて行った。左披裂軟
骨の外転の評価の指標として、RLQ(a right to left 
angle quotient)、経喉頭インピーダンスを用いた。
結果
　RLQ は処置群、対照群ともに術後から安楽死
を行うまで、内視鏡検査にて大きな変化は認めら
れなかった。術後60日に安楽死を行った2頭は、
ともに左披裂軟骨による虚脱は抜糸の前後どちら
においても認められなかった。14 日に安楽死を
行った対照群において、抜糸に伴って左披裂軟骨
の外転が緩み、気流量が 50L/s において虚脱と
なった。
　気流量 10L/s および 60L/s における RLQ は、
抜糸前後どちらにおいても対照群において処置群
よりも高値となったが、経喉頭インピーダンスは
両群に有意な差は認められなかった。
　CAJ および周辺組織の病理組織検査では、レー
ザー処置群では処置後 14 日から 60 日まで、時
間経過に伴って関節包において
・血液、フィブリン、壊死組織片、リンパ系組織

の浸潤、腫脹
・骨格筋における、線維化を伴った変性、壊死
が認められた。CAJ の硬直は関節包や関節周囲組
織の線維化によるものであり、関節面の線維化に
よるものではなかった。
　対照群では関節軟骨の壊死は起こらず、血液、
フィブリン、壊死組織片の関節内貯留は認められ
なかった。

考察
　対照群において、処置後 14 日の抜糸後、外転
作用が低下し、披裂軟骨による虚脱が確認された。
一方、処置群の 14 日目では、抜糸後も外転を維
持していた。また、対照群の処置後 60 日に安楽
死が行われたものでは、剖検において抜糸を行っ
ても緩みは起こらず、動的虚脱は認められなかっ
た。これは、病理組織検査より、喉頭周囲の軟部
組織、骨格筋の線維化が起こっていたためだと思
われる。
　輪状軟骨関節面は凸状なためデブリードメント
は比較的容易だが、一方で披裂軟骨関節面は凹状
となっており、レーザーの届く領域が制限されて
しまうため、デブリードメントが困難となってい
る。このため、輪状軟骨関節からのデブリードメ

ントが腹側、最内側面において不完全となること
がある。処置群の病理組織所見から考えても、輪
状披裂関節におけるデブリードメントを行う際
は、関節包辺縁へのレーザー処置も併せて行うこ
とで、関節周囲の線維化を促すべきだと思われる。
　過去の研究で、喉頭形成術の際の輪状披裂関節
に物理的損傷を与えることで関節軟骨の安定性を
向上させるという結果がある。レーザーによる処
置は、コストがかかる、特殊な道具、設備が必要
になるといったマイナス面もあり、また、例数も
少ない。そのため、レーザー処置が CAJ の物理
的損傷に比べ、優れていると結論付けることはで
きないが、喉頭形成術を行う際は、輪状披裂関節
に対し、レーザーによるデブリードメントもしく
は物理的損傷を与える方法をとるべきだと思われ
る。
　以上より、CO2 レーザーによる CAJ のデブリー
ドメントは反回神経麻痺の馬における喉頭形成術
に有効であるということが分かった。本研究にお
いて、処置後を受けた馬は獣医学的に正常なパ
フォーマンスを発揮できるようにまで至ることが
分かったため、今後さらに研究を続けていくべき
だと思われる。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。
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緒論
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 
(S.zooepidemicus) による上部呼吸器疾患は一般的
に日和見感染症的なものであると考えられてい
る。そのため、疾病の集団発生におけるこの細菌
の 重 要 性 は 軽 視 さ れ る 可 能 性 が あ る。
S.zooepidemicus は遺伝的に多様で、どの菌株が
馬に特異的な呼吸器疾患を引き起こすのか、どの
遺伝子グループがほかのものより毒性が強いのか
などを確かめることは臨床的に重要である。また、
ある菌株が異なる菌株へ進化する過程やその重要
性は現在調査中である。

材料と方法
　2009 年 9 月下旬にスウェーデンにおいて腺疫
に似た症状の集団発生が見られた牧場のアイスラ
ンドホース種 17 頭からサンプル採取を行った。
サンプリング方法は、集団発生以前の 2009 年 9
月 30 日 (Sampling 0) に鼻咽頭スワブと膿瘍を 1
頭ずつ、発生時である 2009 年 10 月 16 日
(SamplingⅠ) に鼻咽頭スワブと鼻咽頭洗い液を
12 頭分、10 月 23 日に血液を 17 頭分、11 月
28 日に血液を 16 頭分、2010 年 2 月 24 日
(SamplingⅡ) に鼻咽頭スワブと鼻咽頭洗い液を

11 頭分、同年 6 月 16 日 (SamplingⅢ) に鼻咽頭
スワブと鼻咽頭洗い液を７頭分採取した。鼻咽頭
スワブと洗い液は Colistin Oxalinic Acid Blood 
Agar で培養し、β溶血を示したコロニーを 5% 馬
血液寒天培地で継代培養した。分離した細菌は
szP 遺伝子領域のシークエンスと多座位配列タイ
ピング (multilocus equence typing,MLST) 法を用
いて、分子学的型別を行った。血液は血清を分離
し、この血清を用いて間接 ELISA、CF テスト、
中和試験、HI 試験によって、それぞれ S.equi、馬
ヘルペスウイルス 1、4、ウマ動脈炎ウイルス、
インフルエンザウイルス A について検査を行っ
た。

結果と考察
　発生時のサンプルから分離された細菌はムコイ
ド状のコロニーを形成し、広範囲のβ溶血が観察
され、また、糖の発酵と PCR の結果から、すべ
て S.zooepidemicus で あ る こ と が わ か っ た。
SamplingⅠで 採 取 分 離 し た 細 菌 は す べ て
S.zooepidemicus であり、SamplingⅡでは 2 頭、
SamplingⅢでは 4 頭が S.zooepidemicus 陽性で
あった。サンプル数が最初と異なっているのは転
厩や、その他の理由によってサンプルの採取がで

きなかったためである。血清学的検査の結果は、
17 頭中 1 頭が過去に S.equi の感染があったこと
がわかったが、2 か月後に間接 ELISA で検査した
ところ、陰性であった。馬ヘルペスウイルス 1、
4 とウマ動脈炎ウイルスに関しては 12 頭すべて
が陰性であった。インフルエンザの検査では 12
頭中10頭がインフルエンザ抗体陽性であったが、
これは陽性個体 10 頭のうち、9 頭が前年にイン
フルエンザワクチンの接種を受けており、残りの
1 頭はワクチン接種を受けていなかったが、8 倍
という、ごくわずかな量の抗体であったため、イ
ンフルエンザに感染していたと結論づけることは
できなかった。szP 遺伝子領域のシークエンスの
結果、SamplingⅠにおいて症状を示したものから
分離した菌株はすべて同一の配列であり、無症状

であったものから分離した菌株はそれらとは異な
る配列であった。MLST による解析では発症馬か
らはすべて同一の ST-24 株が分離された。
SamplingⅡ、Ⅲでは、ST-24 株とは異なる株が検
出されたが、これらは ST-24 株の単一遺伝子座
変異株であった。発症した馬の症状からは S.equi 
の可能性を除外することはできなかったが、細菌
学的な検査から、十分に否定することができた。
これらの結果から、S.zooepidemicus ST-24 株は
単独で馬に臨床症状を引き起こす主要な病原体で
あることを強く示唆した。そのため、馬の常在菌
である S.zooepidemicus がどのように変異を起こ
し、病原性を獲得するかは、これからの調査・研
究が必要であると考えられる。
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序論－創傷に対する角膜の反応
　角膜に創傷が発生した場合、治癒に至るまで、
複雑で協調的な細胞の働きが起こる。角膜の創傷
の治療においては、角膜上皮細胞や角膜の実質細

胞、炎症細胞、涙腺などから放出される、様々な
プロテイナーゼ（タンパク質分解酵素）や成長因
子、サイトカインが総合的に働き、複雑な修復過
程をたどる。角膜上皮細胞と活性化した実質の線

維芽細胞の間で、相互的に自己分泌と傍分泌が引
き起こされ、涙腺からも様々な因子が角膜を覆う
涙液層（ムチン層）へ放出される。涙液層は正確
には角膜ではないが、解剖学的また機能的に角膜
と密接に結合している。涙液層は角膜に非常に密
接に接しているため、涙液層中のプロテイナーゼ
やプロテイナーゼインヒビター ( タンパク質分解
酵素抑制因子 )、成長因子、サイトカインは角膜
細胞のターンオーバーや角膜創傷の治癒に非常に
重要な働きをしていると考えられる。

プロテイナーゼとプロテイナーゼインヒビター　
－組織維持における繊細なバランス
　角膜実質の細胞外基質（extracellular matrix
〔ECM〕）の維持と修復には、安定した分解と修復、
細胞外基質（ECM）の合成が必要とされる。プロ
テイナーゼは、安定したターンオーバーや、角膜
実質の修復に重要な生理学的役割を果たしてお
り、その中でもマトリックスメタロプロテイナー
ゼ（matrix metalloproteinases ；MMPs）は 正 常
な組織中にも発現している。また、涙液層にはプ
ロテイナーゼを抑制する因子として、α1 プロテ
イナーゼ・インヒビター、α2 マイクログロブリ
ン、MMP 抑 制 因 子（tissue inhibitor of MMP；
TIMP）が存在し、これらが正常組織の過度の分
解を抑制している。これらのバランスが崩れ、プ
ロテイナーゼが優位になった場合に問題が発生
し、角膜実質のコラーゲンや角膜の膜タンパクの
病的な分解が引き起こされる。角膜潰瘍において
認められる角膜実質の急激な分解は、様々なタン
パク質分解酵素がコラーゲン、膜タンパク、その
他の角膜実質の細胞外基質に働きかけることによ
り発生し、それらは「溶解」と呼ばれている。こ
の病的な過程はイヌやネコを含めた多くの種に認
められるが、最も著しい過程を辿る動物はウマで
ある。様々なプロテイナーゼ（MMPやプラスミン、
その他のタイプを含め）が高濃度であることは、
ヒトや動物において難治性や無痛性の角膜炎も引
き起こす。MMP の中でも MMP-2 はヒトの角膜
糜爛症において活性化することが報告されてい
る。同様の報告がイヌでも報告されているが、一
方で、近年の報告ではイヌでは MMP 類が病態の

進行に影響を与えていない可能性も指摘されてい
る。

角膜の主要なプロテイナーゼとその起源
　微生物、炎症細胞、角膜上皮細胞、活性化した
線維芽細胞は、いずれもタンパク質分解酵素を産
生し放出する。多形核好中球やマクロファージな
どの炎症細胞や角膜細胞から放出されたプロテイ
ナーゼは内因性プロテイナーゼと呼ばれる。感染
が成立して、その微生物から放出されるプロテイ
ナーゼは外因性プロテイナーゼと呼ばれる。例え
ば、緑膿菌は 2つのMMP（アルカリンプロテアー
ゼとエラスターゼ）を産生し、アスペルギルス属
やフサリウム属の真菌はセリンプロテアーゼを産
生することが報告されている。細菌や真菌が産生
した細胞外酵素は、直接的または内因性プロテイ
ナーゼの活性化という間接的な経路で、角膜に影
響を与える。
　角膜に大きな影響を与える酵素の中で、2 つの
重要な酵素群は MMP と、好中球エラスターゼを
含むセリンプロテアーゼである。好中球エラス
ターゼはヒトの涙液中に最も多いセリンプロテ
アーゼで、イヌやウマの涙液でも認められており、
多核形好中球やマクロファージによって合成され
る。好中球エラスターゼはⅢ型およびⅣ型コラー
ゲン、ラミニン（細胞接着分子）やフィブロネク
チン（細胞外マトリックスのひとつである糖タン
パク）などの角膜の細胞外基質組織を分解する。
二つの MMP（MMP-2 と MMP-9）は角膜実質の
コラーゲンにおける分解と修復に大きな影響を与
える主要な因子である。

正常および病的角膜における MMP-2 および
MMP-9 の免疫学的局在について
　正常および病的な角膜における MMP の発現に
関する報告は少ない。正常な角膜および潰瘍時の
角膜において、MMP-2 および MMP-9 の免疫組
織学的局在が、ヒト、イヌ、マウス、ラット、そ
してウマにおいて認められている。一般的に、
MMP-2 は正常な角膜上皮細胞にも存在し、創傷
時に活性化するが、MMP-9 は負傷した角膜にの
み認められる。ウマにおいても、MMP-2 は正常

な角膜の様々な場所で検出されるが、MMP-9 は
正常角膜では認められない。健康なウマの角膜で
は、MMP-2 は主に角膜上皮細胞、特に最も表層
の扁平上皮細胞層に主に認められ、上皮の下層で
ある角膜実質（実質の前縁）に少量、角膜内皮細
胞にもわずかに認める。病的な角膜における
MMP-2 と MMP-9 の免疫組織学的染色では、角
膜上皮細胞の中でも特に扁平上皮細胞層、角膜実
質全体、角膜内皮細胞に認められる。イヌの溶解
性潰瘍や創傷性潰瘍において、角膜上皮や実質前
縁においてMMP-2 やMMP-9 が検出されている。
そのほかの報告でも、イヌの難治性潰瘍において
角膜上皮中に MMP-2 と MMP-9 の発現が確認さ
れている。
　これらの報告は、MMP-2 と MMP-9 が角膜に
おいてそれぞれ違う起源から発現しているという
事実を示している。MMP-2 は角膜の実質細胞で
産生され、正常な角膜組織の監視の役割を果たし
ており、通常発生する分子の分解によって、局所
的に活性化する。一方、MMP-9 は角膜損傷時に
角膜上皮細胞と多形核好中球から産生される。

正常および病的な角膜表面の涙液層におけるタン
パク質分解酵素活性について
　角膜表面をコーティングする涙液層（ムチン層）
は角膜に最も近い位置にある。正常および病的な
眼、ヒトおよびそのほかの動物において、この涙
液層の起源である涙液の中にプロテイナーゼ群活
性がどれだけあるかは、角膜へ影響を与える因子
として評価できる。重度の損傷を受けた角膜では、
涙液中のプロテイナーゼ活性は有意に上昇してお
り、このことは活性の上昇が、哺乳類の眼におい
て、角膜損傷時の基本的な反応であることを示し
ている。感染が存在する場合、微生物から分泌さ
れたプロテイナーゼも角膜損傷に影響を与えてい
る。これ以降に示す報告は、ウマにおけるものだ
が、他の種においても同様のことが推測される。
Strubbe らが行った調査では、同年齢の健康馬と
比較して、角膜潰瘍のウマでは、涙液中 MMP-2、
MMP-9 および好中球エラスターゼ濃度の上昇が
認められている。さらに、2000 年 7 月から
2003 年 3 月まで合計約 200 頭のウマから 575

の涙液サンプルを採取した報告がある。その中の
一つでは、65 頭の健康馬から採取した涙液と、
38 頭の角膜潰瘍の眼とその対側眼から採取した
計 206 検体において、ゼラチン酵素電気泳動法
による MMP-2 と MMP-9 の定量分析を実施して
いる。そして、病的な眼の涙液は正常および病的
な眼の対側眼と比較して総タンパク質分解酵素活
性が有意に高かったと報告されている。また、総
タンパク質分解酵素活性において、病的な眼の対
側眼と正常眼との比較では、対側眼がやや高かっ
たが有意差はなかった。
　角膜修復過程における MMP の涙液における濃
度変化は、角膜中の発現と同じく、ラットとウサ
ギにおいて報告されている。近年、10 頭のウマ
における片側性の角膜炎治癒期の涙液層中タンパ
ク質分解酵素活性に関する研究が報告されてい
る。この報告では、彼らの施設へ入院した時から
治癒するまで（フローレス試験陰性となるまで）
経時的に両側の涙液を採取している。検索の結果、
総 MMP 活性は、入院日から治癒に向けて減少し
ていることが示されている。10 頭のウマにおい
て、平均 MMP 活性は、入院日と比較して、治癒
後は有意に（82.4％減）減少していた。完全に治
癒した時の MMP 活性は、対側の正常眼と比較し
て有意差は認められなかった。それゆえ、ウマの
涙液中のタンパク質分解酵素活性を測定すること
は、潰瘍性角膜炎のモニタリングを行う上で有用
な手法であるといえる。ウマの涙液中におけるプ
ロテイナーゼの増加は、角膜実質のコラーゲン分
子の早急な崩壊を意味し、早急な角膜潰瘍の進行
を意味していると考えられる。
　これらの報告から以下のような結論が導かれ
る：動物における潰瘍性角膜炎、特に溶解性角膜
炎では、涙液層におけるタンパク質分解酵素は高
い濃度にあり、それにより角膜の治癒は阻害され
るか、もしくは潰瘍が早急に進行してしまう。

角膜潰瘍の治療におけるタンパク質分解酵素の抑
制について
　角膜潰瘍の内科的または外科的治療の成否は、
涙液中のタンパク質分解酵素の活性に表される。
動物の角膜潰瘍では、効果のある処置は涙液層に

おけるタンパク質分解酵素活性を急激に減少さ
せ、それにより角膜潰瘍の症状も良化する。
　動物の角膜潰瘍の治療において、涙液層のタン
パク質分解酵素の正常化は一つの目標である。角
膜実質における潰瘍の進行を抑制し、角膜上皮の
修復を促進し、角膜の創を最小化するために、プ
ロテイナーゼインヒビターは潰瘍性角膜炎の治療
で推奨されている。プロテイナーゼインヒビター
には、以前から使用されている自家血清、N- ア
セチルシステイン (NAC)、EDTA、テトラサイク
リン系抗菌薬（オキシテトラサイクリン、ドキシ
サイクリン）、そして新しいものとして ilomastat
などがある（表 1）。
　これらの物質の潰瘍性角膜炎発症ウマの涙液中
におけるプロテイナーゼに対する in vitro の効果
は、近年確認されており、その重要な抑制効果は
証明されている。現在までの報告では、in vitro
におけるタンパク質分解酵素活性の抑制効果は、
治療していない眼の涙液と比較して、0.2％EDTA
で 99.4％、0.1％ドキシサイクリンで 96.3％、
10％ N- アセチルシステインで 98.8％、0.1％
ilomastat で 98.9％、0.1％α1- プロテイナーゼ
インヒビターで 52.4％、ウマ血清で 90％抑制さ

れる。これらの物質はそれぞれ異なった経路で、
様々なプロテイナーゼを抑制しているため、これ
らのインヒビターを組み合わせて使用することは
有用である。アプロチニンのようなセリンプロテ
アーゼ阻害剤は、ヒトの慢性角膜糜爛の治療に有
効であるが、イヌでは期待できない。
　動物におけるプロテイナーゼの活性は、角膜潰
瘍また特に溶解性潰瘍で認められる。涙液層にお
けるプロテイナーゼインヒビターは、潰瘍の修復
を促進し、角膜実質の崩壊を抑制する意味で、す
べての潰瘍症例の主要な治療法となっている。一
般的に、プロテイナーゼインヒビターは、安定的
な治癒過程に入るまで、1～ 2 時間毎に点眼する
べきである。これらにより、疼痛は緩和し、潰瘍
は安定化または収縮し、上皮辺縁は滑沢化する。
それ以降は、点眼回数は 1 日 4 回から 6 回に減
らすことができる。
　
結論
　創傷角膜の治癒においては、タンパク質合成と
タンパク質分解酵素の繊細なバランスが存在し、
成長因子、プロテイナーゼ、プロテイナーゼイン
ヒビターなどの様々な因子に影響を受ける。これ

らの不均衡は線維症（インヒビター＞プロテイ
ナーゼ）もしくは過度の組織破壊（プロテイナー
ゼ＞インヒビター）を引き起こす。
　動物における角膜の外傷、感染、手術の主要な
合併症として、難治性角膜潰瘍、角膜の液状化（角
膜溶解など）、角膜瘢痕化がある。ヒトや他の種
においては、角膜実質の創傷治癒と瘢痕化に関す
る膨大な報告があるが、イヌ、ネコ、ウマではこ
れらの情報は非常に限られている。この分野にお
ける研究の主要目的は、角膜修復を促進し、角膜
の液状化と瘢痕化の総量を減らすため、それらの
因子を制御する治療法を確立することを目指し
て、角膜実質の修復時におこる分子レベルで起
こっている事象と、その法則を理解することであ

る。このレビューは、角膜と涙液層におけるプロ
テイナーゼの重要な役割について強調し、難治性
角膜炎および溶解性角膜炎の症例においてプロテ
イナーゼインヒビターを使用することを推奨す
る。
　加えて、獣医分野では、in vitro で試験されて
いる抗タンパク質融解剤が、臨床例で同様の効果
が得られるかを検証する必要がある。また、作用
部位に重点を置いた（酵素前駆体活性や活性化し
た酵素の抑制機構）タンパク質分解酵素の調節に
関する直接的な研究や、角膜や涙液層におけるプ
ロテイナーゼ合成（転写調節）の観点からの間接
的な研究も必要である。

緒論
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 
(S.zooepidemicus) による上部呼吸器疾患は一般的
に日和見感染症的なものであると考えられてい
る。そのため、疾病の集団発生におけるこの細菌
の 重 要 性 は 軽 視 さ れ る 可 能 性 が あ る。
S.zooepidemicus は遺伝的に多様で、どの菌株が
馬に特異的な呼吸器疾患を引き起こすのか、どの
遺伝子グループがほかのものより毒性が強いのか
などを確かめることは臨床的に重要である。また、
ある菌株が異なる菌株へ進化する過程やその重要
性は現在調査中である。

材料と方法
　2009 年 9 月下旬にスウェーデンにおいて腺疫
に似た症状の集団発生が見られた牧場のアイスラ
ンドホース種 17 頭からサンプル採取を行った。
サンプリング方法は、集団発生以前の 2009 年 9
月 30 日 (Sampling 0) に鼻咽頭スワブと膿瘍を 1
頭ずつ、発生時である 2009 年 10 月 16 日
(SamplingⅠ) に鼻咽頭スワブと鼻咽頭洗い液を
12 頭分、10 月 23 日に血液を 17 頭分、11 月
28 日に血液を 16 頭分、2010 年 2 月 24 日
(SamplingⅡ) に鼻咽頭スワブと鼻咽頭洗い液を

11 頭分、同年 6 月 16 日 (SamplingⅢ) に鼻咽頭
スワブと鼻咽頭洗い液を７頭分採取した。鼻咽頭
スワブと洗い液は Colistin Oxalinic Acid Blood 
Agar で培養し、β溶血を示したコロニーを 5% 馬
血液寒天培地で継代培養した。分離した細菌は
szP 遺伝子領域のシークエンスと多座位配列タイ
ピング (multilocus equence typing,MLST) 法を用
いて、分子学的型別を行った。血液は血清を分離
し、この血清を用いて間接 ELISA、CF テスト、
中和試験、HI 試験によって、それぞれ S.equi、馬
ヘルペスウイルス 1、4、ウマ動脈炎ウイルス、
インフルエンザウイルス A について検査を行っ
た。

結果と考察
　発生時のサンプルから分離された細菌はムコイ
ド状のコロニーを形成し、広範囲のβ溶血が観察
され、また、糖の発酵と PCR の結果から、すべ
て S.zooepidemicus で あ る こ と が わ か っ た。
SamplingⅠで 採 取 分 離 し た 細 菌 は す べ て
S.zooepidemicus であり、SamplingⅡでは 2 頭、
SamplingⅢでは 4 頭が S.zooepidemicus 陽性で
あった。サンプル数が最初と異なっているのは転
厩や、その他の理由によってサンプルの採取がで

きなかったためである。血清学的検査の結果は、
17 頭中 1 頭が過去に S.equi の感染があったこと
がわかったが、2 か月後に間接 ELISA で検査した
ところ、陰性であった。馬ヘルペスウイルス 1、
4 とウマ動脈炎ウイルスに関しては 12 頭すべて
が陰性であった。インフルエンザの検査では 12
頭中10頭がインフルエンザ抗体陽性であったが、
これは陽性個体 10 頭のうち、9 頭が前年にイン
フルエンザワクチンの接種を受けており、残りの
1 頭はワクチン接種を受けていなかったが、8 倍
という、ごくわずかな量の抗体であったため、イ
ンフルエンザに感染していたと結論づけることは
できなかった。szP 遺伝子領域のシークエンスの
結果、SamplingⅠにおいて症状を示したものから
分離した菌株はすべて同一の配列であり、無症状

であったものから分離した菌株はそれらとは異な
る配列であった。MLST による解析では発症馬か
らはすべて同一の ST-24 株が分離された。
SamplingⅡ、Ⅲでは、ST-24 株とは異なる株が検
出されたが、これらは ST-24 株の単一遺伝子座
変異株であった。発症した馬の症状からは S.equi 
の可能性を除外することはできなかったが、細菌
学的な検査から、十分に否定することができた。
これらの結果から、S.zooepidemicus ST-24 株は
単独で馬に臨床症状を引き起こす主要な病原体で
あることを強く示唆した。そのため、馬の常在菌
である S.zooepidemicus がどのように変異を起こ
し、病原性を獲得するかは、これからの調査・研
究が必要であると考えられる。
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緒論
　馬のトレーニングにおいてしばしば慢性的な体
重の減少がみられる。多くの疾病が体重減少に陥
ることがあり得るので、臨床医は困惑してしまう
ことが多い。体重減少については過去 20 年間で
様々な研究がされてきた。そして診断するために
主な 2 つのアプローチが提案されている。①病態
のメカニズムごとに分類して分析する。②システ
マティックな臨床的指標を提案する。しかし実際
のところはまだまだ臨床医にとって難しい問題で
ある。本研究の目的は、体重減少症候群の原因を
診断するための合理的なアプローチを提案するこ
とで、60件の症例をそれぞれ研究し紹介する。

材料と方法
　すべての馬は 1998 年 10 月～ 2002 年 12 月
の間、トゥールーズ獣医師学校付属病院で体重減
少についての研究が行われた。体重減少症候群は
管理者によって他に明確な主症状が見られなかっ
たものを対象とし、明らかな器官の機能不全など
を呈する体重減少例は含まれなかった。年齢の範
囲は 1-22 歳であり、最も多い品種はフランス産
乗用馬であった。性別は、22%が牡馬（13症例）、
32% が騸馬（19 症例）と 46% が牝馬（28 症例）
であった。

診断の手順：簡便な一次検査および二次検査を行

い、診断が比較的容易であるか、それとも困難で
あるかを判断する。診断が困難なものはより専門
的な追加検査を行う。より専門的な検査では高度
な器具を必要とするため、充実した獣医医療設備
が必要である。
　一次検査：身体検査、直腸検査、末梢血像の観
察とフィブリノゲンの定量、血液生化学検査、糞
便検査
　二次検査：腸管吸収機能検査、腹水の細胞診、
直腸生検、詳細な生化学検査、デキサメタゾン抑
制試験、馬円虫に対する駆虫処置
　追加検査：上部気道と食道の内視鏡検査、Ｘ線
検査、胃内視鏡検査、心エコー検査
腹部および胸部の超音波検査、腹腔臓器部生検、
筋生検、腹腔鏡検査、試験開腹

結果
　60 症例うち最終的な診断が確立できたのは 56
症例（93%）であった。その内訳は寄生虫疾患が
18 症例 (31％)、歯牙疾患が 12 症例 (20％) で半
数を占めていた。その他は消化器系疾患が 9 症
例（15％）腫瘍が 5 症例 (8%)　腹部感染症が 2
症例 (3%)、肝臓異常が 6 症例 (10%)、腎臓異常
が 3症例（5%）、クッシング症候群が 2症例（3%）、
神経系異常が 1症例（2%）であった。
　60症例のうち、42例（70%）は生存しており、
6 例（10%）は診断した疾病により死亡した。そ

して、12 例（20%）は予後不良のため安楽死を
受けた。すべての症例で死後検査により診断の確
認が得られた。
一次検査は全 60 頭に行った身体検査で 17 症例
（32％）は適切な診断もしくは強い疑いをかける
ことができた。末梢血液像とフィブリノゲン濃度
の測定では 13症例（22%）で異常が認められた。
血液生化学検査は 12 症例（20%）で異常値が認
められた。
　上記の検査で確定診断に至らなかった馬に対し
て二次検査は行われた。腹腔内体液の細胞診は
42 症例に対して行い、9 例で検査陽性であった。
直腸粘膜生検は 37 症例に対して行い、3 例で検
査陽性であった。詳細な生化学検査は 18 症例に
対して行い 13例で検査陽性であった。
小腸における吸収試験 ( グルコース吸収試験 ) は
36 症例に対して行い 4 例で検査陽性であった。
馬円虫に対する駆虫処置は 24 症例に対して行い
19 例で有用であった。陽性馬は処置後 2 日目に
5g の糞便中に 4～ 5 の幼虫を排出し始めて、処
置後 4、5 日で、25～ 30 の幼虫を排出した。デ
キサメタゾン抑制試験は 2 症例に対して行い、
両方とも陽性であった。
　追加検査：上部気道と食道の内視鏡検査は 1
症例のみで行われ、その結果嚥下障害を伴う巨大
食道症という診断が得られた。胃内視鏡検査は 8
症例で行われ、7 例で異常が認められた。腹部超

音波検査は 16 症例で行われて、9 例で異常が認
められた。腹腔内臓器の生検は10症例で行われ、
10 例全てで異常が認められた。二重造影での X
線検査は 1症例を巨大食道症と診断した。

考察
　体重減少症候群の原因を診断するための合理的
なアプローチが 93% の症例で有効であったこと
を、この後ろ向き研究は示している。
　症例の 33% は一次検査のみで診断でき、二次
検査も含めると全症例の 73% が診断可能であっ
た。さらに専門的な検査を加えると 90% の症例
で確定診断を行う事ができた。したがって、本研
究はもう体重減少症候群の診断が大変困難である
と思う必要がないと述べることができる。
　我々の知る限りでは、本研究のような体重減少
症候群に関して結果が比較できるような後向き研
究は現在まで発表されていない。以前 1 つの研
究で体重減少を引き起こしている病理学的実体の
傾向を分析していたが、そのデータは検死の結果
に基づいたもの、臨床徴候に基づいたものではな
く賛否両論があった。
　本研究は、診断検査の独自の分類と、合理的な
アプローチに基づいて体重減少症に対する臨床的
評価のプロトコル作成を可能にした。これによっ
て、馬の獣医師は大多数の症例に対して適切な診
断と結論を導くことができる。



（66） 馬の科学　Vol.52（1）2015

緒論
　馬のトレーニングにおいてしばしば慢性的な体
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傾向を分析していたが、そのデータは検死の結果
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Lawsonia intracellularis 感染における
宿主適応の形跡

Evidence of host adaptation in Lawsonia intracellularis infections
Fabio A Vannucci, Nicola Pusteria, Samantha M Mapes, Connie Gebhart

Vet Res. 2012; 43(1): 53.

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　金井功太

緒論
　Lawsonia intracellularis（以下 Li）は腸粘膜上
皮細胞の増殖による過形成、それに伴う腸粘膜の
肥厚化が特徴的な増殖性腸疾患（PE）の原因菌
である。Li 感染症はブタでは地方病的な、ウマで
は新興感染症としての発生が認められている。Li
は偏性細胞内寄生菌であるため人工寒天培地での
培養が困難であり、不明な点は多い。特徴的な過
形成病変は PE で共通だが、臨床的および病理学
的所見は感染した動物種により異なることが知ら
れている。そこで我々は Li 感染において、ブタ
およびウマに対する感受性は Li を分離した動物
種に応じて変化すると仮定した。本研究の目的は、
ブタおよびウマに対しそれぞれ種特異的な分離株
を感染させた際の臨床症状、糞便中への細菌排出、
血清学的免疫応答の違いによって、ブタおよびウ
マの Li に対する感受性を評価することである。

材料と方法
　生後 4 から 5ヶ月齢のクォーターホース 12 頭
および 3 週齢のブタ 18 頭を 3 群に分け、それぞ
れブタ分離株群、ウマ分離株群、コントロール群
として感染実験を行った。Liを109単位に調整し、
経口的に摂取させ実験的に感染させた。
　摂取後 56 日に渡り、一般所見および食欲を観
察した。また週一回体重を測定し、平均増体量を

記録した。糞便は 1 日おきに採取し、定量的
PCR 法により Li 特異的遺伝子量を算出した。摂
取 0、7、14、21、28、42、56 日目には免疫ペ
ルオキシダーゼ単層アッセイ（IPMA）法により
血清中 IgG 抗体価を測定した。
　各群より 2 頭のブタを摂取後 21 日目に安楽殺
し、空腸、回腸、盲腸および結腸を採取した。こ
れらはヘマトキシリンエオジン染色および抗 Li
ポリクローナル抗体による免疫組織化学的染色を
行った。感染の程度は各部位での免疫組織化学に
よる標識抗原量によって評価した。

結果
　ウマ分離株により感染させた子馬、およびブタ
分離株により感染させたブタでは、中程度から激
しい臨床症状を示した。またこれらの群はそれぞ
れ、コントロール群に比べ、有意に低い増体量を
示した（p<0.05）。特に子馬ではウマ分離株群の
1頭は治療に反応せず摂取 24 日目に安楽殺とし、
残り 3 頭は沈鬱、食欲不振、疝痛、浮腫など PE
の典型的臨床所見を示した。低蛋白血症は摂取
21－28 日目に子馬で見られたが、ブタでは見ら
れなかった。
　剖検では、ウマ分離株に感染した子馬およびブ
タ分離株に感染したブタで腸粘膜の肥厚化が観察
され、免疫組織化学により多数の細胞内に Li 特

異的抗原の存在を認めた。
　糞便中の Li 特異的遺伝子発現量は子馬ではブ
タ分離株群と比較してウマ分離株群で、ブタでは
ウマ分離株群と比較してブタ分離株群で有意に高
い発現量を示した（p<0.05）。
　血清中 IgG 抗体価は、子馬においてウマ分離株
群がブタ分離株に比べて高値を示していた。ブタ
においてはウマ分離株群では抗体価は上昇しな
かったが、ブタ分離株群では摂取 21 日目以降上
昇した。種特異的分離株を用いた群を比較すると
ブタに比べウマで有意に強い免疫応答を示した
（p=0.057）。

考察
　PE に特徴的な明確な臨床所見、長期間におけ
る糞便中への細菌排出、強力な抗体免疫応答は、
それぞれウマ分離株を子馬に感染させた群とブタ

分離株をブタに感染させた群で観察された。また
これらの群を比較すると低蛋白血症の有無や誘導
された抗体価に違いが見られた。以上のことから
PE に対する宿主感受性は、分離された Li 株の起
源、すなわちその宿主の動物種から分離された株
であるかによって変化するものと考えられた。
　現在の飼養管理ではブタやウマが濃厚接触する
ことは考えにくく、これら動物の飼養施設中の動
物の糞便中から Li 特異的遺伝子が検出されたこ
とから、ウマやブタから分離された Li 株は他の
動物に起源を持つ可能性があった。
　臨床症状などの特徴は、Li 分離株間での遺伝子
型の違いに関連する可能性がある。ウマ及びブタ
分離 Li 株のゲノムシーケンスを含めた包括的分
析は、宿主毎に異なる感受性と遺伝子的な違いを
結びつけ、今後各動物種に特異的な Li 株を特徴
付けていく手助けになるものと考えられる。
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緒論
　Lawsonia intracellularis（以下 Li）は腸粘膜上
皮細胞の増殖による過形成、それに伴う腸粘膜の
肥厚化が特徴的な増殖性腸疾患（PE）の原因菌
である。Li 感染症はブタでは地方病的な、ウマで
は新興感染症としての発生が認められている。Li
は偏性細胞内寄生菌であるため人工寒天培地での
培養が困難であり、不明な点は多い。特徴的な過
形成病変は PE で共通だが、臨床的および病理学
的所見は感染した動物種により異なることが知ら
れている。そこで我々は Li 感染において、ブタ
およびウマに対する感受性は Li を分離した動物
種に応じて変化すると仮定した。本研究の目的は、
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血清学的免疫応答の違いによって、ブタおよびウ
マの Li に対する感受性を評価することである。

材料と方法
　生後 4 から 5ヶ月齢のクォーターホース 12 頭
および 3 週齢のブタ 18 頭を 3 群に分け、それぞ
れブタ分離株群、ウマ分離株群、コントロール群
として感染実験を行った。Liを109単位に調整し、
経口的に摂取させ実験的に感染させた。
　摂取後 56 日に渡り、一般所見および食欲を観
察した。また週一回体重を測定し、平均増体量を

記録した。糞便は 1 日おきに採取し、定量的
PCR 法により Li 特異的遺伝子量を算出した。摂
取 0、7、14、21、28、42、56 日目には免疫ペ
ルオキシダーゼ単層アッセイ（IPMA）法により
血清中 IgG 抗体価を測定した。
　各群より 2 頭のブタを摂取後 21 日目に安楽殺
し、空腸、回腸、盲腸および結腸を採取した。こ
れらはヘマトキシリンエオジン染色および抗 Li
ポリクローナル抗体による免疫組織化学的染色を
行った。感染の程度は各部位での免疫組織化学に
よる標識抗原量によって評価した。

結果
　ウマ分離株により感染させた子馬、およびブタ
分離株により感染させたブタでは、中程度から激
しい臨床症状を示した。またこれらの群はそれぞ
れ、コントロール群に比べ、有意に低い増体量を
示した（p<0.05）。特に子馬ではウマ分離株群の
1頭は治療に反応せず摂取 24 日目に安楽殺とし、
残り 3 頭は沈鬱、食欲不振、疝痛、浮腫など PE
の典型的臨床所見を示した。低蛋白血症は摂取
21－28 日目に子馬で見られたが、ブタでは見ら
れなかった。
　剖検では、ウマ分離株に感染した子馬およびブ
タ分離株に感染したブタで腸粘膜の肥厚化が観察
され、免疫組織化学により多数の細胞内に Li 特

異的抗原の存在を認めた。
　糞便中の Li 特異的遺伝子発現量は子馬ではブ
タ分離株群と比較してウマ分離株群で、ブタでは
ウマ分離株群と比較してブタ分離株群で有意に高
い発現量を示した（p<0.05）。
　血清中 IgG 抗体価は、子馬においてウマ分離株
群がブタ分離株に比べて高値を示していた。ブタ
においてはウマ分離株群では抗体価は上昇しな
かったが、ブタ分離株群では摂取 21 日目以降上
昇した。種特異的分離株を用いた群を比較すると
ブタに比べウマで有意に強い免疫応答を示した
（p=0.057）。

考察
　PE に特徴的な明確な臨床所見、長期間におけ
る糞便中への細菌排出、強力な抗体免疫応答は、
それぞれウマ分離株を子馬に感染させた群とブタ

分離株をブタに感染させた群で観察された。また
これらの群を比較すると低蛋白血症の有無や誘導
された抗体価に違いが見られた。以上のことから
PE に対する宿主感受性は、分離された Li 株の起
源、すなわちその宿主の動物種から分離された株
であるかによって変化するものと考えられた。
　現在の飼養管理ではブタやウマが濃厚接触する
ことは考えにくく、これら動物の飼養施設中の動
物の糞便中から Li 特異的遺伝子が検出されたこ
とから、ウマやブタから分離された Li 株は他の
動物に起源を持つ可能性があった。
　臨床症状などの特徴は、Li 分離株間での遺伝子
型の違いに関連する可能性がある。ウマ及びブタ
分離 Li 株のゲノムシーケンスを含めた包括的分
析は、宿主毎に異なる感受性と遺伝子的な違いを
結びつけ、今後各動物種に特異的な Li 株を特徴
付けていく手助けになるものと考えられる。
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学会見聞記

第88回獣医麻酔外科学会

　第 88 回獣医麻酔外科学会は、例年どおり日本
獣医循環器学会と日本獣医画像診断学会と合同開
催された。新しい麻酔薬に関する演題を中心に聴
講したので、その概要を以下に紹介する。

○メデトミジン - ブトルファノール - アルファキ
サロン混合筋肉内投与による犬の注射麻酔法の検
討

田村　純ら（酪農学園大学）
　アルファキサロンは新しい動物用ステロイド系
注射麻酔薬であり、筋肉内投与でも鎮静・麻酔効
果が得られることから、ケタミン麻酔の代用とし
て期待されている。しかし、アルファキサロンに
は鎮痛作用がなく、ケタミンと同等の効果を得る
ためには鎮痛薬の併用が必要となる。そこで、犬
においてメデトミジン - ブトルファノール - アル
ファキサロンの混合筋肉内投与の麻酔効果を検討
した。健康なビーグル犬 6 頭を用い、アルファ
キサロン 2.5mg/kg 筋肉内投与群 (ALFX 群 ) と、
メデトミジン 2.5μg/kg‐ブトルファノール
0.25mg/kg‐アルファキサロン 2.5mg/kg 筋肉内
投与群 (MBA 群 ) の 2 群（それぞれ n=6）で、気
管挿管の状態、鎮静状態、麻酔状態、横臥までの
時間、伏臥に戻るまでの時間等を比較した。結果、
薬物投与後にすべての供試犬が横臥となり、
ALFX 群の１頭を除いて気管挿管できた。横臥ま
での時間は、ALFA 群で 185 秒 ( 中央値 )、MBA
群で 261 秒 ( 中央値 ) だった。伏臥に戻る時間が
MBA 群で有意に長かった（中央値：89 分）。
MBA 群では有意に高い鎮静スコアで推移し、呼
吸循環器系機能もほぼ良好に維持された。これら
のことから、メデトミジン - ブトルファノール -
アルファキサロンの混合筋肉内投与 ( 本プロト
コール ) は、ケタミン麻酔に変わる犬の注射麻酔
法として期待できることがわかった。アルファキ
サロンは鎮痛作用がない麻酔薬であるため、馬に

おいても他の薬物との併用が必ず必要となるだろ
う。また、犬において筋肉内投与でも十分な麻酔
効果が得られることは、多様な応用の可能性に繋
がるだろう。

〇犬臨床麻酔例の麻酔導入におけるアルファキサ
ンロンとプロポフォールの比較　

松本恵里香ら（酪農学園大学）
　アルファキサロンは新しい動物用ステロイド系
注射麻酔薬であり、麻酔導入および回復が速やか
で呼吸循環器系への影響は最小限であるが、麻酔
回復期に一時的な振戦が認められ、麻酔回復の質
はプロポフォールより劣るとされている。今回、
演者らは、犬臨床麻酔例の麻酔導入にアルファキ
サンロンまたはプロポフォールを応用し、その効
果を比較検討した。麻酔前投薬として、ミダゾラ
ム 0.1mg/kg‐フェンタニル５μg/kg 静脈内投与、
メロキシカム 0.2mg/kg 皮下投与、およびアトロ
ピン 0.05mg/kg 筋肉内投与し、アルファキサロ
ン (ALFX 群、n=15)、プロポフォール (PRO 群、
n=20) を to effect まで静脈内投与して麻酔を導入
した。導入後は気管挿管し、酸素 - セボフルラン
で麻酔を維持した。周術期疼痛管理としてレミ
フェンタニル 2μg/kg/hr およびフェンタニル 2
μg/kg/hr を用いた。麻酔導入、麻酔中、回復期
における様々な項目で比較検討した。結果、測定
項目で 2群間に有意差が認められるものはなかっ
た。各薬剤の麻酔導入量は、アルファキサンロン
1.5mg/kg およびプロポフォール 3.7mg/kg で
あった。麻酔終了から自発呼吸再開までの時間は
両群ともに 4 分、抜管までは ALFX 群 6.7 分、
PRO 群 8.1 分、麻酔導入後 40 分以降における終
末呼気セボフルラン濃度は ALFX 群 1.33 ～
1.56％、PRO 群 1.33 ～ 1.53％であった。麻酔回
復期の発揚の発生率は ALFX 群 26.7％、PRO 群
40％であり、術後の追加鎮痛処置の実施率は両

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

群ともに 40％であった。両群ともに速やかな麻
酔導入と麻酔回復が得られ、麻酔回復期や疼痛管
理の状況に顕著な差は認められなかったことか
ら、アルファキサロンの麻酔回復期に指摘されて
いる振戦は、吸入麻酔薬や鎮静 / 鎮痛薬を併用す
る臨床麻酔では顕著にならないと考察した。アル
ファキサンの回復期にプロポフォールとの差は見
られなかったが、麻酔回復期の発揚が 40％に観
察されたことは、馬の応用に対しても大きな問題
となることが予測されるものであった。

○犬におけるプロポフォールとフェンタニルの薬
理学的相互作用の手術症例での検討

飯塚智也ら（東京大学）
　全身麻酔薬は十分な鎮静作用を持たないため、
全身麻酔を行う際には鎮痛薬を併用することが重
要である。麻酔薬と鎮痛薬の併用により、より良
質な麻酔状態が得られるだけでなく、麻酔薬の持
つ副作用も軽減する。一方、近年全静脈内麻酔が
注目されるようになり、小動物医療でもプロポ
フォールとフェンタニルの組み合わせが使用され
るようになってきている。しかしながら、犬では
プロポフォールとフェンタニルの薬力学的相互作
用には不明な点が多く、現状では獣医師の経験則
に基づいて用いられている。本研究は、犬の手術
症例において薬力学的相互作用モデルを用いた検
討を行い、プロポフォールとフェンタニルの相互
作用を評価することを目的とした。東京大学動物
医療センターにおける犬の予定手術患者 24 頭を
対象とした。全身麻酔は様々なプロポフォールと
フェンタニル血中濃度の組み合わせで実施した。
手術中は手術刺激に対する体動やファイティン
グ、明らかな心拍・血圧の有無を観察した。プロ
ポフォールとフェンタニルの投与量は主要な手術
作業が終了次第減量した。麻酔修了後は、患者が
覚醒し、自発呼吸を十分に維持可能になった時点

で抜管した。プロポフォールは Cockshott らが報
告した薬物動態モデル、フェンタニルは Murphy
らが報告した薬物動態モデルを用いて、血中濃度
をそれぞれシミュレーションした。得られた血中
濃度と手術刺激と抜管における反応の有無に基づ
いて、プロポフォールとフェンタニルの薬力学的
相互モデルを作製した。さらに、作製したモデル
から、プロポフォールとフェンタニル血中濃度が、
麻酔終了から抜管までの時間に及ぼす影響を解析
した。結果、全例で麻酔中に臨床的な問題は生じ
なかった。抜管時プロポフォールおよびフェンタ
ニ ル 血 中 濃 度 は 3.2±1.0μ/mL お よ び
3.8±1.4ng/mL であり、抜管後に呼吸抑制など
の臨床症状は認められなかった。手術刺激と抜管
においてプロポフォールとフェンタニルはそれぞ
れ相乗効果を示した。フェンタニル血中濃度がそ
れぞれ 2および 4.6ng/mL になるように併用する
ことで、手術刺激および抜管におけるプロポ
フォールの必要血中濃度は 8割以上減少した。抜
管時間はフェンタニルを併用することで短縮し
た。しかしながら、5ng/mL 以上のフェンタニル
を併用しても抜管時間がさらに短縮することはな
かった。犬の手術例においてプロポフォールと
フェンタニルは相乗効果を示し、両薬物を適切に
併用することにより薬物使用量を効果的に減らす
ことが可能であることが示唆された。侵害刺激を
伴う手術麻酔においては、10ng/mL 以上のフェ
ンタニルを併用することで十分な鎮痛効果を得る
ことが可能であると考えられた。麻酔を終了する
までにはフェンタニルの血中濃度を 5ng/mL 未満
まで減少させることにより、速やかで安全な抜管
が可能になると考えられた。数種類の薬物を併用
する方法は、馬においても応用されており、薬物
の動態や相互作用を解析して良質で副作用の少な
い麻酔管理につなげたいものである。

（間　弘子）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　第 88 回獣医麻酔外科学会は、例年どおり日本
獣医循環器学会と日本獣医画像診断学会と合同開
催された。新しい麻酔薬に関する演題を中心に聴
講したので、その概要を以下に紹介する。

○メデトミジン - ブトルファノール - アルファキ
サロン混合筋肉内投与による犬の注射麻酔法の検
討

田村　純ら（酪農学園大学）
　アルファキサロンは新しい動物用ステロイド系
注射麻酔薬であり、筋肉内投与でも鎮静・麻酔効
果が得られることから、ケタミン麻酔の代用とし
て期待されている。しかし、アルファキサロンに
は鎮痛作用がなく、ケタミンと同等の効果を得る
ためには鎮痛薬の併用が必要となる。そこで、犬
においてメデトミジン - ブトルファノール - アル
ファキサロンの混合筋肉内投与の麻酔効果を検討
した。健康なビーグル犬 6 頭を用い、アルファ
キサロン 2.5mg/kg 筋肉内投与群 (ALFX 群 ) と、
メデトミジン 2.5μg/kg‐ブトルファノール
0.25mg/kg‐アルファキサロン 2.5mg/kg 筋肉内
投与群 (MBA 群 ) の 2 群（それぞれ n=6）で、気
管挿管の状態、鎮静状態、麻酔状態、横臥までの
時間、伏臥に戻るまでの時間等を比較した。結果、
薬物投与後にすべての供試犬が横臥となり、
ALFX 群の１頭を除いて気管挿管できた。横臥ま
での時間は、ALFA 群で 185 秒 ( 中央値 )、MBA
群で 261 秒 ( 中央値 ) だった。伏臥に戻る時間が
MBA 群で有意に長かった（中央値：89 分）。
MBA 群では有意に高い鎮静スコアで推移し、呼
吸循環器系機能もほぼ良好に維持された。これら
のことから、メデトミジン - ブトルファノール -
アルファキサロンの混合筋肉内投与 ( 本プロト
コール ) は、ケタミン麻酔に変わる犬の注射麻酔
法として期待できることがわかった。アルファキ
サロンは鎮痛作用がない麻酔薬であるため、馬に

おいても他の薬物との併用が必ず必要となるだろ
う。また、犬において筋肉内投与でも十分な麻酔
効果が得られることは、多様な応用の可能性に繋
がるだろう。

〇犬臨床麻酔例の麻酔導入におけるアルファキサ
ンロンとプロポフォールの比較　

松本恵里香ら（酪農学園大学）
　アルファキサロンは新しい動物用ステロイド系
注射麻酔薬であり、麻酔導入および回復が速やか
で呼吸循環器系への影響は最小限であるが、麻酔
回復期に一時的な振戦が認められ、麻酔回復の質
はプロポフォールより劣るとされている。今回、
演者らは、犬臨床麻酔例の麻酔導入にアルファキ
サンロンまたはプロポフォールを応用し、その効
果を比較検討した。麻酔前投薬として、ミダゾラ
ム 0.1mg/kg‐フェンタニル５μg/kg 静脈内投与、
メロキシカム 0.2mg/kg 皮下投与、およびアトロ
ピン 0.05mg/kg 筋肉内投与し、アルファキサロ
ン (ALFX 群、n=15)、プロポフォール (PRO 群、
n=20) を to effect まで静脈内投与して麻酔を導入
した。導入後は気管挿管し、酸素 - セボフルラン
で麻酔を維持した。周術期疼痛管理としてレミ
フェンタニル 2μg/kg/hr およびフェンタニル 2
μg/kg/hr を用いた。麻酔導入、麻酔中、回復期
における様々な項目で比較検討した。結果、測定
項目で 2群間に有意差が認められるものはなかっ
た。各薬剤の麻酔導入量は、アルファキサンロン
1.5mg/kg およびプロポフォール 3.7mg/kg で
あった。麻酔終了から自発呼吸再開までの時間は
両群ともに 4 分、抜管までは ALFX 群 6.7 分、
PRO 群 8.1 分、麻酔導入後 40 分以降における終
末呼気セボフルラン濃度は ALFX 群 1.33 ～
1.56％、PRO 群 1.33 ～ 1.53％であった。麻酔回
復期の発揚の発生率は ALFX 群 26.7％、PRO 群
40％であり、術後の追加鎮痛処置の実施率は両

第22回日本運動生理学会大会

　平成 26 年 7 月 19 日から 7 月 20 日に川崎医
療福祉大学において、第 22 回日本運動生理学会

大会が開催された。「運動と生理学の温故知新」
をテーマに、大会長講演、特別講演、教育講演６題、

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

群ともに 40％であった。両群ともに速やかな麻
酔導入と麻酔回復が得られ、麻酔回復期や疼痛管
理の状況に顕著な差は認められなかったことか
ら、アルファキサロンの麻酔回復期に指摘されて
いる振戦は、吸入麻酔薬や鎮静 / 鎮痛薬を併用す
る臨床麻酔では顕著にならないと考察した。アル
ファキサンの回復期にプロポフォールとの差は見
られなかったが、麻酔回復期の発揚が 40％に観
察されたことは、馬の応用に対しても大きな問題
となることが予測されるものであった。

○犬におけるプロポフォールとフェンタニルの薬
理学的相互作用の手術症例での検討

飯塚智也ら（東京大学）
　全身麻酔薬は十分な鎮静作用を持たないため、
全身麻酔を行う際には鎮痛薬を併用することが重
要である。麻酔薬と鎮痛薬の併用により、より良
質な麻酔状態が得られるだけでなく、麻酔薬の持
つ副作用も軽減する。一方、近年全静脈内麻酔が
注目されるようになり、小動物医療でもプロポ
フォールとフェンタニルの組み合わせが使用され
るようになってきている。しかしながら、犬では
プロポフォールとフェンタニルの薬力学的相互作
用には不明な点が多く、現状では獣医師の経験則
に基づいて用いられている。本研究は、犬の手術
症例において薬力学的相互作用モデルを用いた検
討を行い、プロポフォールとフェンタニルの相互
作用を評価することを目的とした。東京大学動物
医療センターにおける犬の予定手術患者 24 頭を
対象とした。全身麻酔は様々なプロポフォールと
フェンタニル血中濃度の組み合わせで実施した。
手術中は手術刺激に対する体動やファイティン
グ、明らかな心拍・血圧の有無を観察した。プロ
ポフォールとフェンタニルの投与量は主要な手術
作業が終了次第減量した。麻酔修了後は、患者が
覚醒し、自発呼吸を十分に維持可能になった時点

で抜管した。プロポフォールは Cockshott らが報
告した薬物動態モデル、フェンタニルは Murphy
らが報告した薬物動態モデルを用いて、血中濃度
をそれぞれシミュレーションした。得られた血中
濃度と手術刺激と抜管における反応の有無に基づ
いて、プロポフォールとフェンタニルの薬力学的
相互モデルを作製した。さらに、作製したモデル
から、プロポフォールとフェンタニル血中濃度が、
麻酔終了から抜管までの時間に及ぼす影響を解析
した。結果、全例で麻酔中に臨床的な問題は生じ
なかった。抜管時プロポフォールおよびフェンタ
ニ ル 血 中 濃 度 は 3.2±1.0μ/mL お よ び
3.8±1.4ng/mL であり、抜管後に呼吸抑制など
の臨床症状は認められなかった。手術刺激と抜管
においてプロポフォールとフェンタニルはそれぞ
れ相乗効果を示した。フェンタニル血中濃度がそ
れぞれ 2および 4.6ng/mL になるように併用する
ことで、手術刺激および抜管におけるプロポ
フォールの必要血中濃度は 8割以上減少した。抜
管時間はフェンタニルを併用することで短縮し
た。しかしながら、5ng/mL 以上のフェンタニル
を併用しても抜管時間がさらに短縮することはな
かった。犬の手術例においてプロポフォールと
フェンタニルは相乗効果を示し、両薬物を適切に
併用することにより薬物使用量を効果的に減らす
ことが可能であることが示唆された。侵害刺激を
伴う手術麻酔においては、10ng/mL 以上のフェ
ンタニルを併用することで十分な鎮痛効果を得る
ことが可能であると考えられた。麻酔を終了する
までにはフェンタニルの血中濃度を 5ng/mL 未満
まで減少させることにより、速やかで安全な抜管
が可能になると考えられた。数種類の薬物を併用
する方法は、馬においても応用されており、薬物
の動態や相互作用を解析して良質で副作用の少な
い麻酔管理につなげたいものである。

（間　弘子）

キーノートレクチャー 5 題、その他のセッショ
ン 10 題、一般講演は 67 題、資格認定者講習会
や二つの関連研究会などが行われた。それぞれの
講演では、過去の研究の歩みから最先端の研究発
表まで運動生理学研究の現状を知る上で非常に有
用なものであった。特別講演では、「最大酸素摂
取量、心拍数及び主観的運動強度を用いた運動強
度の使用の可能性と限界」と題して、立正大学の
山地先生が講演され、最大酸素摂取量や心拍数が
指標として用いられてきた経緯やその単位である
ml/(kg/min)-1 についての妥当性や限界、動物に
おいてはそのボディーサイズによって用いる単位
について論争があることなど、この分野で研究を
行うにあたってとても重要な情報を得ることがで
きた。また、昨今話題の研究倫理に関する教育講
演では、昭和大学の田代先生が「研究倫理指針は
どう変わるか」と題して講演が行われた。人を対
象とする研究報告が多い分野のため、被験者の同
意の取り付け方などの話題も多かったが、動物を
取り扱うわれわれにとっても、リサーチ（研究）
とプラクティス（臨床）の境界線の話題や、企業
からの支援を受けて行う研究、利益相反となる行
為や事象、実験データの客観性と過去にさかの
ぼって記録を検証できる透明性など、今日の研究
を行うにおいて必要とされる倫理観について多く
の情報が提供された。
　以下に、興味ある演題を紹介する。

○高体温に伴う運動能力低下のメカニズム
長谷川博 ( 広島大学 )

　地球温暖化やヒートアイランド現象により、夏
季における暑熱環境が急激に悪化している。また、
近年は競技レベルを問わず多くの競技会が暑熱環
境下において頻繁に行われている。暑熱環境下で
の身体活動時には熱ストレスの増大に伴い、熱中
症などの危険率が高くなる。熱中症の予防策を講
ずることは運動生理学分野において極めて重要で
ある。
　運動時の疲労の発現はセントラルコマンドや心
理的要因を含め、末梢及び中枢の多くの要因が複
雑かつ相互に関連している。また、近年は核心温

や脳温の上昇も持久的運動の限界にかかわる重要
な要因の 1 つとして考えられている。すなわち、
運動時に惹起される高体温は、暑熱耐性の制限因
子となり、末梢及び中枢神経系を介して疲労感を
誘発し、運動能力の低下、ひいては熱中症を引き
起こすと考えられている。
　運動時の高体温が引き起こす疲労や運動能力の
低下に関する研究は、この 20 年間で飛躍した。
ヒトを含む恒温動物は運動時において体温の危機
的限界レベルが存在し、そのレベルは身体の恒常
性の乱れを知らせる重要なアラームとして働いて
いると考えられる。さらに運動時の高体温は末梢
だけでなく脳温、脳血流、脳活動、認知機能、神
経筋機能、神経伝達物質、ペース配分、モチベー
ションなどの中枢神経系の機能に直接的な影響を
与えていること、特に高体温か惹起する中枢性疲
労機構には視床下部のカテコールアミンなどの神
経生化学的要因が重要な働きを担っていることが
明らかになってきた。 我々の最近の研究では、
ドーパミン受容体拮抗薬をヒトやラットに投与す
ると、パフォーマンスの向上が認められると同時
に、体温の著しい上昇や脳温の上昇が認められる
事が明らかとなった。また、カフェインをラット
に投与すると運動時の視床下部のドーパミンが上
昇し、体温が著しく上昇することも明らかとなっ
た。この様にカテコールアミンのうち特にドーパ
ミンの中枢での役割が体温調節において重要であ
ることなど、中枢性疲労機構のメカニズムが明ら
かとなってきている。
　カフェインは現在、WADA のドーピングリス
トから外れているが、中枢性疲労機構を狂わせ高
体温を惹起する可能性がある薬物であることが理
解できた。馬では人よりも運動中さらに高体温に
なることからも、この種の薬物が熱中症などを引
き起こす可能性が示唆されており、興味深い発表
であった。

○高強度スプリントトレーニングの効果
後藤一成（立命館大学）

　スプリントトレーニングとは、数秒～数十秒で
完結するきわめて高強度での運動を用いたトレー

ニング方法を指し、陸上競技の短距離種目や球技
種目など、多くのスポーツ競技者の体力トレーニ
ングに取り入れられている。スプリントトレーニ
ングの運動時には ATP-PC 系や解糖系など無酸素
系のエネルギー供給が主要となる。一方、球技種
目の競技者におけるスプリントトレーニングで
は、高強度運動を短時間の休息を挟んで複数回繰
り返す「間欠的な全力運動（例：6 秒間の全力ペ
ダリングを 30 秒間の休息を挟んで 10 セット反
復）」が用いられるが、このような運動の後半セッ
トにおける発揮パワーの優劣には有酸素系のエネ
ルギー供給能力が関係する。これは、セット間に
おけるクレアチンリン酸（PCr）の回復速度が有
酸素能力に影響されることなどに起因している。
高強度スプリントトレーニングの効果は、主運動
の強度・時間、セット間の休息時間、セット数な
ど運動を構成する各要因に応じて異なる。一方、
同じ内容のスプリントトレーニングであっても、
1日や1週間のトレーニング計画において「トレー
ニング」と「休息」のバランスを意図的に変える
ことで、身体に課されるトレーニング刺激は異な
ると考えられる。
　これらの諸点に着目し複数の研究を実施した結
果、①1日 2回・2日に 1回行うスプリントトレー
ニングは、1 日 1 回連日行うトレーニングに比較

して、無酸素性パフォーマンスや乳酸代謝能の改
善に有効であること、②12 日間連続でスプリント
トレーニングを実施し、その後、6 日間休息を挟
んだトレーニングプログラムは、休息日を挟みな
がら行う一般的なトレーニングプログラムに比較
して筋 PCr 濃度や最大無酸素性パワーの増加に
有効であることが明らかになった。さらに、球技
選手を対象に、スプリントトレーニング（間欠的
な全力運動）を低酸素環境下（酸素濃度 14.5％）
で週 2 回・4 週間にわたり継続した結果、同じ内
容のトレーニングを通常酸素環境下（酸素濃度
20.9％）で継続した場合に比較して、最大無酸素
性パワーの改善の程度が有意に大きいことも認め
られた。これらの知見は、高強度スプリントトレー
ニングの合理化や効率化を図る上で、有用になる
と考えられる。
　いわゆる詰め込み型のトレーニングや様々な高
強度スプリントトレーニングの有用性についての
講演であった。筋 PCr 濃度に着目して、新しい
形のトレーニング処方を作り出すなど、その切り
口は非常に興味深い。馬の運動に対する適応特性
を考えるとこの種のトレーニングが有用であると
思われるので、馬用に改良したうえで応用してみ
たい。

（大村　一）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　平成 26 年 7 月 19 日から 7 月 20 日に川崎医
療福祉大学において、第 22 回日本運動生理学会

大会が開催された。「運動と生理学の温故知新」
をテーマに、大会長講演、特別講演、教育講演６題、

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

キーノートレクチャー 5 題、その他のセッショ
ン 10 題、一般講演は 67 題、資格認定者講習会
や二つの関連研究会などが行われた。それぞれの
講演では、過去の研究の歩みから最先端の研究発
表まで運動生理学研究の現状を知る上で非常に有
用なものであった。特別講演では、「最大酸素摂
取量、心拍数及び主観的運動強度を用いた運動強
度の使用の可能性と限界」と題して、立正大学の
山地先生が講演され、最大酸素摂取量や心拍数が
指標として用いられてきた経緯やその単位である
ml/(kg/min)-1 についての妥当性や限界、動物に
おいてはそのボディーサイズによって用いる単位
について論争があることなど、この分野で研究を
行うにあたってとても重要な情報を得ることがで
きた。また、昨今話題の研究倫理に関する教育講
演では、昭和大学の田代先生が「研究倫理指針は
どう変わるか」と題して講演が行われた。人を対
象とする研究報告が多い分野のため、被験者の同
意の取り付け方などの話題も多かったが、動物を
取り扱うわれわれにとっても、リサーチ（研究）
とプラクティス（臨床）の境界線の話題や、企業
からの支援を受けて行う研究、利益相反となる行
為や事象、実験データの客観性と過去にさかの
ぼって記録を検証できる透明性など、今日の研究
を行うにおいて必要とされる倫理観について多く
の情報が提供された。
　以下に、興味ある演題を紹介する。

○高体温に伴う運動能力低下のメカニズム
長谷川博 ( 広島大学 )

　地球温暖化やヒートアイランド現象により、夏
季における暑熱環境が急激に悪化している。また、
近年は競技レベルを問わず多くの競技会が暑熱環
境下において頻繁に行われている。暑熱環境下で
の身体活動時には熱ストレスの増大に伴い、熱中
症などの危険率が高くなる。熱中症の予防策を講
ずることは運動生理学分野において極めて重要で
ある。
　運動時の疲労の発現はセントラルコマンドや心
理的要因を含め、末梢及び中枢の多くの要因が複
雑かつ相互に関連している。また、近年は核心温

や脳温の上昇も持久的運動の限界にかかわる重要
な要因の 1 つとして考えられている。すなわち、
運動時に惹起される高体温は、暑熱耐性の制限因
子となり、末梢及び中枢神経系を介して疲労感を
誘発し、運動能力の低下、ひいては熱中症を引き
起こすと考えられている。
　運動時の高体温が引き起こす疲労や運動能力の
低下に関する研究は、この 20 年間で飛躍した。
ヒトを含む恒温動物は運動時において体温の危機
的限界レベルが存在し、そのレベルは身体の恒常
性の乱れを知らせる重要なアラームとして働いて
いると考えられる。さらに運動時の高体温は末梢
だけでなく脳温、脳血流、脳活動、認知機能、神
経筋機能、神経伝達物質、ペース配分、モチベー
ションなどの中枢神経系の機能に直接的な影響を
与えていること、特に高体温か惹起する中枢性疲
労機構には視床下部のカテコールアミンなどの神
経生化学的要因が重要な働きを担っていることが
明らかになってきた。 我々の最近の研究では、
ドーパミン受容体拮抗薬をヒトやラットに投与す
ると、パフォーマンスの向上が認められると同時
に、体温の著しい上昇や脳温の上昇が認められる
事が明らかとなった。また、カフェインをラット
に投与すると運動時の視床下部のドーパミンが上
昇し、体温が著しく上昇することも明らかとなっ
た。この様にカテコールアミンのうち特にドーパ
ミンの中枢での役割が体温調節において重要であ
ることなど、中枢性疲労機構のメカニズムが明ら
かとなってきている。
　カフェインは現在、WADA のドーピングリス
トから外れているが、中枢性疲労機構を狂わせ高
体温を惹起する可能性がある薬物であることが理
解できた。馬では人よりも運動中さらに高体温に
なることからも、この種の薬物が熱中症などを引
き起こす可能性が示唆されており、興味深い発表
であった。

○高強度スプリントトレーニングの効果
後藤一成（立命館大学）

　スプリントトレーニングとは、数秒～数十秒で
完結するきわめて高強度での運動を用いたトレー

ニング方法を指し、陸上競技の短距離種目や球技
種目など、多くのスポーツ競技者の体力トレーニ
ングに取り入れられている。スプリントトレーニ
ングの運動時には ATP-PC 系や解糖系など無酸素
系のエネルギー供給が主要となる。一方、球技種
目の競技者におけるスプリントトレーニングで
は、高強度運動を短時間の休息を挟んで複数回繰
り返す「間欠的な全力運動（例：6 秒間の全力ペ
ダリングを 30 秒間の休息を挟んで 10 セット反
復）」が用いられるが、このような運動の後半セッ
トにおける発揮パワーの優劣には有酸素系のエネ
ルギー供給能力が関係する。これは、セット間に
おけるクレアチンリン酸（PCr）の回復速度が有
酸素能力に影響されることなどに起因している。
高強度スプリントトレーニングの効果は、主運動
の強度・時間、セット間の休息時間、セット数な
ど運動を構成する各要因に応じて異なる。一方、
同じ内容のスプリントトレーニングであっても、
1日や1週間のトレーニング計画において「トレー
ニング」と「休息」のバランスを意図的に変える
ことで、身体に課されるトレーニング刺激は異な
ると考えられる。
　これらの諸点に着目し複数の研究を実施した結
果、①1日 2回・2日に 1回行うスプリントトレー
ニングは、1 日 1 回連日行うトレーニングに比較

して、無酸素性パフォーマンスや乳酸代謝能の改
善に有効であること、②12 日間連続でスプリント
トレーニングを実施し、その後、6 日間休息を挟
んだトレーニングプログラムは、休息日を挟みな
がら行う一般的なトレーニングプログラムに比較
して筋 PCr 濃度や最大無酸素性パワーの増加に
有効であることが明らかになった。さらに、球技
選手を対象に、スプリントトレーニング（間欠的
な全力運動）を低酸素環境下（酸素濃度 14.5％）
で週 2 回・4 週間にわたり継続した結果、同じ内
容のトレーニングを通常酸素環境下（酸素濃度
20.9％）で継続した場合に比較して、最大無酸素
性パワーの改善の程度が有意に大きいことも認め
られた。これらの知見は、高強度スプリントトレー
ニングの合理化や効率化を図る上で、有用になる
と考えられる。
　いわゆる詰め込み型のトレーニングや様々な高
強度スプリントトレーニングの有用性についての
講演であった。筋 PCr 濃度に着目して、新しい
形のトレーニング処方を作り出すなど、その切り
口は非常に興味深い。馬の運動に対する適応特性
を考えるとこの種のトレーニングが有用であると
思われるので、馬用に改良したうえで応用してみ
たい。

（大村　一）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　平成 26 年 7 月 19 日から 7 月 20 日に川崎医
療福祉大学において、第 22 回日本運動生理学会

大会が開催された。「運動と生理学の温故知新」
をテーマに、大会長講演、特別講演、教育講演６題、

第197回つくば病理談話会・第95回 JPCスライドセミナー

　第 197 回つくば病理談話会と第 95 回 JPC ス
ライドセミナーが、茨城県つくば市の動物衛生研
究所で平成 26年 8月 1日に開催され、参加した。
つくば病理談話会および JPC スライドセミナー
とも、今回はいずれも実際の馬の症例はなかった
が、馬にも感染する疾病が多数示され、得るもの
が多い一日であった。以下に JPC スライドセミ
ナーで特に興味が持たれた症例について記載す
る。
　JPC スライドセミナーは米国 Joint Pathology 
Center（旧 AFIP:Armed Forces Institute of 
Pathology）が主催する獣医病理スライドセミナー
で、毎週水曜日に会員である動物衛生研究所に１

症例 1枚の組織標本が、3から 4症例送られてく
る。今 回 は 2013-2014 JPC Wednesday Slide 
Conference 4-8 の 17 症例から 8 症例を選び、動
物衛生研究所の各病理グループに各都道府県の家
保から派遣されている長期研修生が独自に顕微鏡
写真を撮影し、文献なども必要に応じて調査し、
その病理診断名の付け方や当該疾病に関する諸々
の事項について PowerPoint で説明するものであ
る。各提出組織標本は、当日午前 10 時頃より動
物衛生研究所の討議室で顕微鏡観察することがで
き、発表者以外の参加者も事前にそれらを観察し
て本セミナーに参加し、討論するものである。
　今回の提出標本は以下の症例であった。

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

キーノートレクチャー 5 題、その他のセッショ
ン 10 題、一般講演は 67 題、資格認定者講習会
や二つの関連研究会などが行われた。それぞれの
講演では、過去の研究の歩みから最先端の研究発
表まで運動生理学研究の現状を知る上で非常に有
用なものであった。特別講演では、「最大酸素摂
取量、心拍数及び主観的運動強度を用いた運動強
度の使用の可能性と限界」と題して、立正大学の
山地先生が講演され、最大酸素摂取量や心拍数が
指標として用いられてきた経緯やその単位である
ml/(kg/min)-1 についての妥当性や限界、動物に
おいてはそのボディーサイズによって用いる単位
について論争があることなど、この分野で研究を
行うにあたってとても重要な情報を得ることがで
きた。また、昨今話題の研究倫理に関する教育講
演では、昭和大学の田代先生が「研究倫理指針は
どう変わるか」と題して講演が行われた。人を対
象とする研究報告が多い分野のため、被験者の同
意の取り付け方などの話題も多かったが、動物を
取り扱うわれわれにとっても、リサーチ（研究）
とプラクティス（臨床）の境界線の話題や、企業
からの支援を受けて行う研究、利益相反となる行
為や事象、実験データの客観性と過去にさかの
ぼって記録を検証できる透明性など、今日の研究
を行うにおいて必要とされる倫理観について多く
の情報が提供された。
　以下に、興味ある演題を紹介する。

○高体温に伴う運動能力低下のメカニズム
長谷川博 ( 広島大学 )

　地球温暖化やヒートアイランド現象により、夏
季における暑熱環境が急激に悪化している。また、
近年は競技レベルを問わず多くの競技会が暑熱環
境下において頻繁に行われている。暑熱環境下で
の身体活動時には熱ストレスの増大に伴い、熱中
症などの危険率が高くなる。熱中症の予防策を講
ずることは運動生理学分野において極めて重要で
ある。
　運動時の疲労の発現はセントラルコマンドや心
理的要因を含め、末梢及び中枢の多くの要因が複
雑かつ相互に関連している。また、近年は核心温

や脳温の上昇も持久的運動の限界にかかわる重要
な要因の 1 つとして考えられている。すなわち、
運動時に惹起される高体温は、暑熱耐性の制限因
子となり、末梢及び中枢神経系を介して疲労感を
誘発し、運動能力の低下、ひいては熱中症を引き
起こすと考えられている。
　運動時の高体温が引き起こす疲労や運動能力の
低下に関する研究は、この 20 年間で飛躍した。
ヒトを含む恒温動物は運動時において体温の危機
的限界レベルが存在し、そのレベルは身体の恒常
性の乱れを知らせる重要なアラームとして働いて
いると考えられる。さらに運動時の高体温は末梢
だけでなく脳温、脳血流、脳活動、認知機能、神
経筋機能、神経伝達物質、ペース配分、モチベー
ションなどの中枢神経系の機能に直接的な影響を
与えていること、特に高体温か惹起する中枢性疲
労機構には視床下部のカテコールアミンなどの神
経生化学的要因が重要な働きを担っていることが
明らかになってきた。 我々の最近の研究では、
ドーパミン受容体拮抗薬をヒトやラットに投与す
ると、パフォーマンスの向上が認められると同時
に、体温の著しい上昇や脳温の上昇が認められる
事が明らかとなった。また、カフェインをラット
に投与すると運動時の視床下部のドーパミンが上
昇し、体温が著しく上昇することも明らかとなっ
た。この様にカテコールアミンのうち特にドーパ
ミンの中枢での役割が体温調節において重要であ
ることなど、中枢性疲労機構のメカニズムが明ら
かとなってきている。
　カフェインは現在、WADA のドーピングリス
トから外れているが、中枢性疲労機構を狂わせ高
体温を惹起する可能性がある薬物であることが理
解できた。馬では人よりも運動中さらに高体温に
なることからも、この種の薬物が熱中症などを引
き起こす可能性が示唆されており、興味深い発表
であった。

○高強度スプリントトレーニングの効果
後藤一成（立命館大学）

　スプリントトレーニングとは、数秒～数十秒で
完結するきわめて高強度での運動を用いたトレー

ニング方法を指し、陸上競技の短距離種目や球技
種目など、多くのスポーツ競技者の体力トレーニ
ングに取り入れられている。スプリントトレーニ
ングの運動時には ATP-PC 系や解糖系など無酸素
系のエネルギー供給が主要となる。一方、球技種
目の競技者におけるスプリントトレーニングで
は、高強度運動を短時間の休息を挟んで複数回繰
り返す「間欠的な全力運動（例：6 秒間の全力ペ
ダリングを 30 秒間の休息を挟んで 10 セット反
復）」が用いられるが、このような運動の後半セッ
トにおける発揮パワーの優劣には有酸素系のエネ
ルギー供給能力が関係する。これは、セット間に
おけるクレアチンリン酸（PCr）の回復速度が有
酸素能力に影響されることなどに起因している。
高強度スプリントトレーニングの効果は、主運動
の強度・時間、セット間の休息時間、セット数な
ど運動を構成する各要因に応じて異なる。一方、
同じ内容のスプリントトレーニングであっても、
1日や1週間のトレーニング計画において「トレー
ニング」と「休息」のバランスを意図的に変える
ことで、身体に課されるトレーニング刺激は異な
ると考えられる。
　これらの諸点に着目し複数の研究を実施した結
果、①1日 2回・2日に 1回行うスプリントトレー
ニングは、1 日 1 回連日行うトレーニングに比較

して、無酸素性パフォーマンスや乳酸代謝能の改
善に有効であること、②12 日間連続でスプリント
トレーニングを実施し、その後、6 日間休息を挟
んだトレーニングプログラムは、休息日を挟みな
がら行う一般的なトレーニングプログラムに比較
して筋 PCr 濃度や最大無酸素性パワーの増加に
有効であることが明らかになった。さらに、球技
選手を対象に、スプリントトレーニング（間欠的
な全力運動）を低酸素環境下（酸素濃度 14.5％）
で週 2 回・4 週間にわたり継続した結果、同じ内
容のトレーニングを通常酸素環境下（酸素濃度
20.9％）で継続した場合に比較して、最大無酸素
性パワーの改善の程度が有意に大きいことも認め
られた。これらの知見は、高強度スプリントトレー
ニングの合理化や効率化を図る上で、有用になる
と考えられる。
　いわゆる詰め込み型のトレーニングや様々な高
強度スプリントトレーニングの有用性についての
講演であった。筋 PCr 濃度に着目して、新しい
形のトレーニング処方を作り出すなど、その切り
口は非常に興味深い。馬の運動に対する適応特性
を考えるとこの種のトレーニングが有用であると
思われるので、馬用に改良したうえで応用してみ
たい。

（大村　一）

　これらの中で特に興味が持たれた症例につい
て、その概要を記載する。

ウサギの腎臓（Conf.4　2013-4-3）
　提出機関はコネチカット大学で、動物はフレ
ミッシュ・ジャイアント種 ( ベルギー産、毛皮用 )
のウサギ、雄の 8 週齢。約 400 頭の飼育施設で
1 カ月間に 20 頭のウサギが突然昏睡・斜頚を呈
し、発症後 24-48 時間で死亡した。若いウサギ
のほうが感受性は高いものの、年齢に関係はな
かった。治療として抗コクシジウム剤が投与され
た。肉眼所見としては、腎において表面は黄褐色
から赤色の斑状を呈し、腎割面では皮質から髄質
にわたって、多数の褪色領域が観察された。病原
検査としては凍結保存していた腎でエンセファイ
トゾーン・クニクリのPCRが実施され、陽性であっ
た。
　提出者の組織診断は「腎：尿細管の拡張・変性・
壊死および病変部にエンセファリトゾーンと考え
られる微胞子虫の胞子を伴う顕著な、多発性、肉
芽腫性、間質性賢炎」としていた。いっぽう、
JPC の診断は「腎 : 尿細管の管腔内に微胞子虫の
胞子を伴う尿細管間質性、組織球性・リンパ球形
質細胞性、慢性、多発性、中等度の腎炎」とされた。
　提出者はエンセファイトゾーンに関して以下の
ようにコメントしていた。微胞子虫は偏性細胞寄
生性、胞子形成性の単細胞の病原体で、中間宿主
を必要としない。分子生物学的に真菌に近い。
Encephalitozoon  cuniculi ( 以下 Ec)はグラム陽性、
1.3-1.5μm、桿状の病原体で、通常、宿主細胞内
の 寄生体胞 parasitohorous vacuole の中に認めら
れる。Ec による特徴的な病変は、多発性で非化
膿性の髄膜脳炎や限局性間質性腎炎で、神経細胞、
尿細管上皮細胞、マクロファージなど多様な細胞
に感染し、脳、腎、肺、副腎、肝などに肉芽腫性

炎を起こす。類症鑑別としてはパスツレラ症、リ
ステリア症、トキソプラズマ病などが重要。
　JPC は微胞子虫による疾患として、Nosema 
bombycis：カイコガ、Nosema apis：ミツバチ、
Enterocytozoon salmonis：マ ス ノ ス ケ、
Encephalitozoon hellem：ハト、インコ、オウム、
Encephalitozoon intestinalis, Encephalitozoon 
hellem, Enterocytozoon bieneusi，Vittaforma 
cornea：ヒト（日和見感染）を紹介していた。
　ウサギにおける本感染症は古くから良く知られ
ているが、馬にもこのエンセファリトゾーンは感
染し、流産を始めとする様々な病害を引き起こす。
本邦の馬ではその実態は全く不明であり、今後注
視していく必要のある感染症と考えられる。

ネコの脊髄（Conf.5　2013-5-3）
　提出機関はペンシルバニア州立大学獣医学部毒
性病理研究室で、症例はメインクーン種の猫、雌、
11 歳、避妊済み。臨床的に、急性の四肢麻痺で
搬入された。脳神経系は正常で、頚部の疼痛はな
し。後肢反射は亢進し、前肢反射は低下。後に左
前肢の深部痛覚消失。肉眼所見としては第４頚髄
（C4）から第２胸髄（T2）に、非対称性に茶～灰
色の軟化・出血巣が多数観察されたが、椎骨・椎
間板に著変はなかった。蛍光抗体法による狂犬病
ウイルス抗体検査は陰性であった。
　提出者の診断は「脊髄 (後位頚髄から前位胸髄 ):
脈管内の線維軟骨性塞栓を伴う重度、多巣性の急
性脊髄軟化症、二次的な好中球性髄膜脊髄炎、神
経膠症、ワーラ一変性」であった。いっぽう、
JPC の診断は「脊髄 : ワーラ一変性、出血および
多数の線維軟骨性塞栓を伴う多巣性～癒合性、広
範囲の梗塞」であった。
　提 出 者 は 線 維 軟 骨 塞 栓 症（FCE : 
Fibrocartilaginous embolism）についてコメント
していた。すなわち本疾患は、脊髄の血管内に線
維軟骨による塞栓が発生した病態で、痛みを伴わ
ず、甚急性～急性に発症する非対称性の麻痺が特
徴。発症後 24-48 時間を過ぎると症状の進行は
停止する。犬、羊、豚、馬、七面鳥、イタチ、人
を含む多くの種で報告がある。最終的な診断には
病理所見が必要だが、実際は仮診断を行い鑑別す

る。塞栓の原因である線維軟骨は、椎間板の髄核
であると考えられているが、どのように血管内に
侵入するかは不明。ギムザ染色、トルイジン青染
色、アルシアン青染色でより明瞭に識別できる。
　JPC は FCE との類症鑑別についてコメントして
いた。着眼点としては、先ず痛みがあるかないか
で、脊髄や椎骨の腫瘍、椎間板疾患、動脈血栓塞
栓症、感染症などと、次に脊髄の病変が対称性か
どうかで、有害植物の摂取、灰白質脳軟化症
(PEM)、食塩中毒などと区別すると述べていた。
　馬において神経症状を引き起こす感染症は日本

脳炎を始めとして多数知られている。神経症状を
呈する馬の場合、我々はウイルス、細菌、原虫な
どの病原体による感染症やワオーブラー症候群の
ような脊椎管の狭窄などを視野に入れて病性鑑定
を実施している。今回提出された「脊髄の線維軟
骨塞栓症」は顕微鏡検査により比較的容易に診断
できると考えられるが、本症も候補疾病の 1つと
して認識し、病性鑑定では種々の疾病を比較検討
して慎重に実施する必要性を再確認した次第であ
る。

（片山芳也）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　第 197 回つくば病理談話会と第 95 回 JPC ス
ライドセミナーが、茨城県つくば市の動物衛生研
究所で平成 26年 8月 1日に開催され、参加した。
つくば病理談話会および JPC スライドセミナー
とも、今回はいずれも実際の馬の症例はなかった
が、馬にも感染する疾病が多数示され、得るもの
が多い一日であった。以下に JPC スライドセミ
ナーで特に興味が持たれた症例について記載す
る。
　JPC スライドセミナーは米国 Joint Pathology 
Center（旧 AFIP:Armed Forces Institute of 
Pathology）が主催する獣医病理スライドセミナー
で、毎週水曜日に会員である動物衛生研究所に１

症例 1枚の組織標本が、3から 4症例送られてく
る。今 回 は 2013-2014 JPC Wednesday Slide 
Conference 4-8 の 17 症例から 8 症例を選び、動
物衛生研究所の各病理グループに各都道府県の家
保から派遣されている長期研修生が独自に顕微鏡
写真を撮影し、文献なども必要に応じて調査し、
その病理診断名の付け方や当該疾病に関する諸々
の事項について PowerPoint で説明するものであ
る。各提出組織標本は、当日午前 10 時頃より動
物衛生研究所の討議室で顕微鏡観察することがで
き、発表者以外の参加者も事前にそれらを観察し
て本セミナーに参加し、討論するものである。
　今回の提出標本は以下の症例であった。

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

　これらの中で特に興味が持たれた症例につい
て、その概要を記載する。

ウサギの腎臓（Conf.4　2013-4-3）
　提出機関はコネチカット大学で、動物はフレ
ミッシュ・ジャイアント種 ( ベルギー産、毛皮用 )
のウサギ、雄の 8 週齢。約 400 頭の飼育施設で
1 カ月間に 20 頭のウサギが突然昏睡・斜頚を呈
し、発症後 24-48 時間で死亡した。若いウサギ
のほうが感受性は高いものの、年齢に関係はな
かった。治療として抗コクシジウム剤が投与され
た。肉眼所見としては、腎において表面は黄褐色
から赤色の斑状を呈し、腎割面では皮質から髄質
にわたって、多数の褪色領域が観察された。病原
検査としては凍結保存していた腎でエンセファイ
トゾーン・クニクリのPCRが実施され、陽性であっ
た。
　提出者の組織診断は「腎：尿細管の拡張・変性・
壊死および病変部にエンセファリトゾーンと考え
られる微胞子虫の胞子を伴う顕著な、多発性、肉
芽腫性、間質性賢炎」としていた。いっぽう、
JPC の診断は「腎 : 尿細管の管腔内に微胞子虫の
胞子を伴う尿細管間質性、組織球性・リンパ球形
質細胞性、慢性、多発性、中等度の腎炎」とされた。
　提出者はエンセファイトゾーンに関して以下の
ようにコメントしていた。微胞子虫は偏性細胞寄
生性、胞子形成性の単細胞の病原体で、中間宿主
を必要としない。分子生物学的に真菌に近い。
Encephalitozoon  cuniculi ( 以下 Ec)はグラム陽性、
1.3-1.5μm、桿状の病原体で、通常、宿主細胞内
の 寄生体胞 parasitohorous vacuole の中に認めら
れる。Ec による特徴的な病変は、多発性で非化
膿性の髄膜脳炎や限局性間質性腎炎で、神経細胞、
尿細管上皮細胞、マクロファージなど多様な細胞
に感染し、脳、腎、肺、副腎、肝などに肉芽腫性

炎を起こす。類症鑑別としてはパスツレラ症、リ
ステリア症、トキソプラズマ病などが重要。
　JPC は微胞子虫による疾患として、Nosema 
bombycis：カイコガ、Nosema apis：ミツバチ、
Enterocytozoon salmonis：マ ス ノ ス ケ、
Encephalitozoon hellem：ハト、インコ、オウム、
Encephalitozoon intestinalis, Encephalitozoon 
hellem, Enterocytozoon bieneusi，Vittaforma 
cornea：ヒト（日和見感染）を紹介していた。
　ウサギにおける本感染症は古くから良く知られ
ているが、馬にもこのエンセファリトゾーンは感
染し、流産を始めとする様々な病害を引き起こす。
本邦の馬ではその実態は全く不明であり、今後注
視していく必要のある感染症と考えられる。

ネコの脊髄（Conf.5　2013-5-3）
　提出機関はペンシルバニア州立大学獣医学部毒
性病理研究室で、症例はメインクーン種の猫、雌、
11 歳、避妊済み。臨床的に、急性の四肢麻痺で
搬入された。脳神経系は正常で、頚部の疼痛はな
し。後肢反射は亢進し、前肢反射は低下。後に左
前肢の深部痛覚消失。肉眼所見としては第４頚髄
（C4）から第２胸髄（T2）に、非対称性に茶～灰
色の軟化・出血巣が多数観察されたが、椎骨・椎
間板に著変はなかった。蛍光抗体法による狂犬病
ウイルス抗体検査は陰性であった。
　提出者の診断は「脊髄 (後位頚髄から前位胸髄 ):
脈管内の線維軟骨性塞栓を伴う重度、多巣性の急
性脊髄軟化症、二次的な好中球性髄膜脊髄炎、神
経膠症、ワーラ一変性」であった。いっぽう、
JPC の診断は「脊髄 : ワーラ一変性、出血および
多数の線維軟骨性塞栓を伴う多巣性～癒合性、広
範囲の梗塞」であった。
　提 出 者 は 線 維 軟 骨 塞 栓 症（FCE : 
Fibrocartilaginous embolism）についてコメント
していた。すなわち本疾患は、脊髄の血管内に線
維軟骨による塞栓が発生した病態で、痛みを伴わ
ず、甚急性～急性に発症する非対称性の麻痺が特
徴。発症後 24-48 時間を過ぎると症状の進行は
停止する。犬、羊、豚、馬、七面鳥、イタチ、人
を含む多くの種で報告がある。最終的な診断には
病理所見が必要だが、実際は仮診断を行い鑑別す

る。塞栓の原因である線維軟骨は、椎間板の髄核
であると考えられているが、どのように血管内に
侵入するかは不明。ギムザ染色、トルイジン青染
色、アルシアン青染色でより明瞭に識別できる。
　JPC は FCE との類症鑑別についてコメントして
いた。着眼点としては、先ず痛みがあるかないか
で、脊髄や椎骨の腫瘍、椎間板疾患、動脈血栓塞
栓症、感染症などと、次に脊髄の病変が対称性か
どうかで、有害植物の摂取、灰白質脳軟化症
(PEM)、食塩中毒などと区別すると述べていた。
　馬において神経症状を引き起こす感染症は日本

脳炎を始めとして多数知られている。神経症状を
呈する馬の場合、我々はウイルス、細菌、原虫な
どの病原体による感染症やワオーブラー症候群の
ような脊椎管の狭窄などを視野に入れて病性鑑定
を実施している。今回提出された「脊髄の線維軟
骨塞栓症」は顕微鏡検査により比較的容易に診断
できると考えられるが、本症も候補疾病の 1つと
して認識し、病性鑑定では種々の疾病を比較検討
して慎重に実施する必要性を再確認した次第であ
る。

（片山芳也）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　第 197 回つくば病理談話会と第 95 回 JPC ス
ライドセミナーが、茨城県つくば市の動物衛生研
究所で平成 26年 8月 1日に開催され、参加した。
つくば病理談話会および JPC スライドセミナー
とも、今回はいずれも実際の馬の症例はなかった
が、馬にも感染する疾病が多数示され、得るもの
が多い一日であった。以下に JPC スライドセミ
ナーで特に興味が持たれた症例について記載す
る。
　JPC スライドセミナーは米国 Joint Pathology 
Center（旧 AFIP:Armed Forces Institute of 
Pathology）が主催する獣医病理スライドセミナー
で、毎週水曜日に会員である動物衛生研究所に１

症例 1枚の組織標本が、3から 4症例送られてく
る。今 回 は 2013-2014 JPC Wednesday Slide 
Conference 4-8 の 17 症例から 8 症例を選び、動
物衛生研究所の各病理グループに各都道府県の家
保から派遣されている長期研修生が独自に顕微鏡
写真を撮影し、文献なども必要に応じて調査し、
その病理診断名の付け方や当該疾病に関する諸々
の事項について PowerPoint で説明するものであ
る。各提出組織標本は、当日午前 10 時頃より動
物衛生研究所の討議室で顕微鏡観察することがで
き、発表者以外の参加者も事前にそれらを観察し
て本セミナーに参加し、討論するものである。
　今回の提出標本は以下の症例であった。

第６回日本創傷外科学会学術集会

　本学会は日本形成外科学会の分会として 2008
年に設立され、外傷・熱傷などの新鮮創傷から、
褥瘡や難治性潰瘍といった慢性の創傷に至るま
で、幅広い創傷関連分野における治療法の開発、
検証、および症例報告といった情報共有活動を
行っている学会である。
　今回の学術集会においても、主に瘢痕やケロイ
ドの修復法や、難治性潰瘍の治療法に関する演題
が多く占められていたが、新規の治療法として注
目度の高い陰圧閉鎖療法や PRP 療法に関してそ
れぞれ 1 セッションが設けられ、臨床応用に関
する活発な議論が交わされていた。これらの治療
法に関しては、企業展示においても複数の企業が
開発した新型のキットを競って展示しており、形
成外科領域における需要の高さがうかがえた。

○多血小板血漿（PRP）療法の適応限界について
菅谷文人ら（聖マリアンナ医科大学）

　PRP 療法が形成外科領域で臨床応用されて久し
いが、その適応症例についての議論は未だに十分
とは言えない。もちろん、高度感染、DIC や高度
の貧血といった症状を呈し、全身状態が極端に悪
い個体からの血小板採材はそもそも禁忌であるの
で、適応とはいえない。演者らは、採取可能であっ
た自己由来 10 倍濃縮 PRP を週 1 回の頻度で患
部に投与し、様々な症例に治療を試みたところ、

血流再建が不能な症例や静脈うっ滞性潰瘍を上皮
化させることができた一方、潰瘍の面積が大き
かったもの（150cm2 以上）や、腱が露出し滲出
液が多量な症例、関節滑膜液が漏出するような潰
瘍（創が直径 5mm 程度の症例でも不可）、高度
の静脈うっ滞が認められ壊死が進行しているよう
な潰瘍については効果を示せなかった。この発表
は臨床分野で多用されつつある PRP の適応限界
を示し、本治療法が万能ではないことをあらため
て訴えるものであった。

○MRSA の Biofilm に対する Sonoporation の効果
重森　健ら（福岡大学）

　創傷治癒を妨げる要因として細菌による感染は
特に問題となる。細菌は患部に固着して Biofilm
を形成することが知られており、急性症例なら約
6％、慢性症例なら約 60％の症例に認められると
報告されている。受傷後適切な処置を施した後、
一見清潔に見える創表面に間もなく認められるよ
うになる光沢は Biofilm であるとされている。
Biofilm は生体免疫や抗菌薬に対し耐性を示し、
創 傷 治 癒 を 遅 延 さ せ る。一 方、近 年
Sonoporation という技術が注目されている。こ
れは、超音波を細菌や細胞に照射することで、細
胞内への薬物透過性を促進させる技術と言われて
いる。演者らは今回、この技術を MRSA の

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

Biofilm に対して応用し、バンコマイシンの殺菌
効果にどのような影響を与えるかを検討した。具
体的には、MRSA を人工授精用培養皿の底面に播
種し、Biofilm を形成させた後遊離している細菌
を洗浄除去した。Biofilm をバンコマイシン添加
／非添加の培養液に入れ替え、遺伝子導入用超音
波発生装置を用いて超音波を照射し（1MHz、50％ 
duty cycle、0 ～ 2.0W、10 分間）、37℃、6時間
の薬剤暴露を行った。その結果、超音波照射のみ
行った群では、その出力増加に伴い Biofilm 内の
菌数減少が見られた。さらにバンコマイシンを添
加して培養した Biofilm においては、1.0W 以上
の超音波照射を行った場合の方が、行わない場合
に対して有意に生菌数が減少していた。
Sonoporation によるこの効果は、超音波自身の
もつ音響波キャビテーション作用（細胞内に高エ
ネルギーの微細な泡を形成させる）を利用した物
理的細胞破壊効果や抗生剤浸透促進作用によるも
のと仮定されている。今回の報告においてもその
作用を想起させるような結果が得られ、今後はこ
の仮説の証明や適切な照射設定の解明に取り組む
とのことである。また、バンコマイシンは約 6
時間という長時間をかけてゆるやかに作用する抗
生剤であるが、もっと作用がスピーディな薬剤で
あればもっと効果的な結果が得られる可能性があ
るとも述べていた。細菌感染を早期に治癒させる
ための物理療法としての超音波の効果について、
今後も続報に注目したい。

　なお、本学会では企業が主催したセミナーが多
数開催されたが、中でも以下のトピックスに関し
ては注目すべき点が認められた。簡単であるが紹
介したい。

・局所陰圧閉鎖療法･･･国内では最近になり専用
治療機器が認可されるようになり、コンパクトな
モデルが数社より販売開始された。専用の湿潤療
法用ドレッシング材を創に当て、接続されたドレ
イン管を経由した他方に陰圧を負荷する機械が接
続されている。これにより創内を陰圧として、滲
出液を創に残さず、肉芽組織増生を促進させると
いう原理だということである。実際、この治療法
の効果については現在も賛否議論が分かれている
が、臨床現場では多用されているようで、保険も
適用されているとのことであった。

・シアノアクリレート系縫合用接着剤（ダーマボ
ンド）･･･ヒトの形成外科において、特に顔面など
の手術については、「見た目をきれいに治す」こ
とが要求される。また通常の皮膚縫合においては、
縫合針で皮膚全体を貫通させるために皮内あるい
は縫合創内を汚染させてしまう可能性がある。こ
ういった問題を解決させるために、針による縫合
は真皮のみとし、上皮の縫合については接着剤に
よって行うという方法が注目されている。この接
着剤は接着力がかなり強力であるにもかかわら
ず、1 週間ほど経過すれば塗った接着剤がフィル
ム状となり簡単にはがすことができる。また、こ
のフィルム状の膜が創に湿潤環境を生み出すの
で、ドレッシング材の代わりも果たし、速乾性で
あるため、塗布後まもなくの患部の水洗いも可能
となる。接着剤はステープラや縫合糸による縫合
を行った場合にも、さらにその上から使用するこ
とで感染予防効果を得ることもできる。ウマ臨床
現場に応用するには薬物検査をクリアする必要が
あるが、かなり効果的なツールであろうと考えら
れる。

（福田健太郎）

　これらの中で特に興味が持たれた症例につい
て、その概要を記載する。

ウサギの腎臓（Conf.4　2013-4-3）
　提出機関はコネチカット大学で、動物はフレ
ミッシュ・ジャイアント種 ( ベルギー産、毛皮用 )
のウサギ、雄の 8 週齢。約 400 頭の飼育施設で
1 カ月間に 20 頭のウサギが突然昏睡・斜頚を呈
し、発症後 24-48 時間で死亡した。若いウサギ
のほうが感受性は高いものの、年齢に関係はな
かった。治療として抗コクシジウム剤が投与され
た。肉眼所見としては、腎において表面は黄褐色
から赤色の斑状を呈し、腎割面では皮質から髄質
にわたって、多数の褪色領域が観察された。病原
検査としては凍結保存していた腎でエンセファイ
トゾーン・クニクリのPCRが実施され、陽性であっ
た。
　提出者の組織診断は「腎：尿細管の拡張・変性・
壊死および病変部にエンセファリトゾーンと考え
られる微胞子虫の胞子を伴う顕著な、多発性、肉
芽腫性、間質性賢炎」としていた。いっぽう、
JPC の診断は「腎 : 尿細管の管腔内に微胞子虫の
胞子を伴う尿細管間質性、組織球性・リンパ球形
質細胞性、慢性、多発性、中等度の腎炎」とされた。
　提出者はエンセファイトゾーンに関して以下の
ようにコメントしていた。微胞子虫は偏性細胞寄
生性、胞子形成性の単細胞の病原体で、中間宿主
を必要としない。分子生物学的に真菌に近い。
Encephalitozoon  cuniculi ( 以下 Ec)はグラム陽性、
1.3-1.5μm、桿状の病原体で、通常、宿主細胞内
の 寄生体胞 parasitohorous vacuole の中に認めら
れる。Ec による特徴的な病変は、多発性で非化
膿性の髄膜脳炎や限局性間質性腎炎で、神経細胞、
尿細管上皮細胞、マクロファージなど多様な細胞
に感染し、脳、腎、肺、副腎、肝などに肉芽腫性

炎を起こす。類症鑑別としてはパスツレラ症、リ
ステリア症、トキソプラズマ病などが重要。
　JPC は微胞子虫による疾患として、Nosema 
bombycis：カイコガ、Nosema apis：ミツバチ、
Enterocytozoon salmonis：マ ス ノ ス ケ、
Encephalitozoon hellem：ハト、インコ、オウム、
Encephalitozoon intestinalis, Encephalitozoon 
hellem, Enterocytozoon bieneusi，Vittaforma 
cornea：ヒト（日和見感染）を紹介していた。
　ウサギにおける本感染症は古くから良く知られ
ているが、馬にもこのエンセファリトゾーンは感
染し、流産を始めとする様々な病害を引き起こす。
本邦の馬ではその実態は全く不明であり、今後注
視していく必要のある感染症と考えられる。

ネコの脊髄（Conf.5　2013-5-3）
　提出機関はペンシルバニア州立大学獣医学部毒
性病理研究室で、症例はメインクーン種の猫、雌、
11 歳、避妊済み。臨床的に、急性の四肢麻痺で
搬入された。脳神経系は正常で、頚部の疼痛はな
し。後肢反射は亢進し、前肢反射は低下。後に左
前肢の深部痛覚消失。肉眼所見としては第４頚髄
（C4）から第２胸髄（T2）に、非対称性に茶～灰
色の軟化・出血巣が多数観察されたが、椎骨・椎
間板に著変はなかった。蛍光抗体法による狂犬病
ウイルス抗体検査は陰性であった。
　提出者の診断は「脊髄 (後位頚髄から前位胸髄 ):
脈管内の線維軟骨性塞栓を伴う重度、多巣性の急
性脊髄軟化症、二次的な好中球性髄膜脊髄炎、神
経膠症、ワーラ一変性」であった。いっぽう、
JPC の診断は「脊髄 : ワーラ一変性、出血および
多数の線維軟骨性塞栓を伴う多巣性～癒合性、広
範囲の梗塞」であった。
　提 出 者 は 線 維 軟 骨 塞 栓 症（FCE : 
Fibrocartilaginous embolism）についてコメント
していた。すなわち本疾患は、脊髄の血管内に線
維軟骨による塞栓が発生した病態で、痛みを伴わ
ず、甚急性～急性に発症する非対称性の麻痺が特
徴。発症後 24-48 時間を過ぎると症状の進行は
停止する。犬、羊、豚、馬、七面鳥、イタチ、人
を含む多くの種で報告がある。最終的な診断には
病理所見が必要だが、実際は仮診断を行い鑑別す

る。塞栓の原因である線維軟骨は、椎間板の髄核
であると考えられているが、どのように血管内に
侵入するかは不明。ギムザ染色、トルイジン青染
色、アルシアン青染色でより明瞭に識別できる。
　JPC は FCE との類症鑑別についてコメントして
いた。着眼点としては、先ず痛みがあるかないか
で、脊髄や椎骨の腫瘍、椎間板疾患、動脈血栓塞
栓症、感染症などと、次に脊髄の病変が対称性か
どうかで、有害植物の摂取、灰白質脳軟化症
(PEM)、食塩中毒などと区別すると述べていた。
　馬において神経症状を引き起こす感染症は日本

脳炎を始めとして多数知られている。神経症状を
呈する馬の場合、我々はウイルス、細菌、原虫な
どの病原体による感染症やワオーブラー症候群の
ような脊椎管の狭窄などを視野に入れて病性鑑定
を実施している。今回提出された「脊髄の線維軟
骨塞栓症」は顕微鏡検査により比較的容易に診断
できると考えられるが、本症も候補疾病の 1つと
して認識し、病性鑑定では種々の疾病を比較検討
して慎重に実施する必要性を再確認した次第であ
る。

（片山芳也）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　本学会は日本形成外科学会の分会として 2008
年に設立され、外傷・熱傷などの新鮮創傷から、
褥瘡や難治性潰瘍といった慢性の創傷に至るま
で、幅広い創傷関連分野における治療法の開発、
検証、および症例報告といった情報共有活動を
行っている学会である。
　今回の学術集会においても、主に瘢痕やケロイ
ドの修復法や、難治性潰瘍の治療法に関する演題
が多く占められていたが、新規の治療法として注
目度の高い陰圧閉鎖療法や PRP 療法に関してそ
れぞれ 1 セッションが設けられ、臨床応用に関
する活発な議論が交わされていた。これらの治療
法に関しては、企業展示においても複数の企業が
開発した新型のキットを競って展示しており、形
成外科領域における需要の高さがうかがえた。

○多血小板血漿（PRP）療法の適応限界について
菅谷文人ら（聖マリアンナ医科大学）

　PRP 療法が形成外科領域で臨床応用されて久し
いが、その適応症例についての議論は未だに十分
とは言えない。もちろん、高度感染、DIC や高度
の貧血といった症状を呈し、全身状態が極端に悪
い個体からの血小板採材はそもそも禁忌であるの
で、適応とはいえない。演者らは、採取可能であっ
た自己由来 10 倍濃縮 PRP を週 1 回の頻度で患
部に投与し、様々な症例に治療を試みたところ、

血流再建が不能な症例や静脈うっ滞性潰瘍を上皮
化させることができた一方、潰瘍の面積が大き
かったもの（150cm2 以上）や、腱が露出し滲出
液が多量な症例、関節滑膜液が漏出するような潰
瘍（創が直径 5mm 程度の症例でも不可）、高度
の静脈うっ滞が認められ壊死が進行しているよう
な潰瘍については効果を示せなかった。この発表
は臨床分野で多用されつつある PRP の適応限界
を示し、本治療法が万能ではないことをあらため
て訴えるものであった。

○MRSA の Biofilm に対する Sonoporation の効果
重森　健ら（福岡大学）

　創傷治癒を妨げる要因として細菌による感染は
特に問題となる。細菌は患部に固着して Biofilm
を形成することが知られており、急性症例なら約
6％、慢性症例なら約 60％の症例に認められると
報告されている。受傷後適切な処置を施した後、
一見清潔に見える創表面に間もなく認められるよ
うになる光沢は Biofilm であるとされている。
Biofilm は生体免疫や抗菌薬に対し耐性を示し、
創 傷 治 癒 を 遅 延 さ せ る。一 方、近 年
Sonoporation という技術が注目されている。こ
れは、超音波を細菌や細胞に照射することで、細
胞内への薬物透過性を促進させる技術と言われて
いる。演者らは今回、この技術を MRSA の

第19回神経感染症学会学術集会

　第 19 回神経感染症学会学術集会が平成 26 年
9月 4日からの 3日間、石川県金沢市の金沢歌劇
座で開催された。
　本学会の会員は人の医師が中心で、人の神経感

染症に関する基礎から臨床までが非常にうまく連
携して機能している学会である。今回は第 26 回
神経免疫学会学術集会と合同の開催となり、参加
者は前回の学術集会よりも多く、またプログラム

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

も盛りだくさんであった。
　本学術集会は、初日の開会式の直後に大会長講
演を行うことが恒例となっている。今回の学術集
会は金沢医科大学の大原義朗教授が大会長をされ
ており、「忘れ去られていく風土病―野兎病の過
去と現在－」と題した大会長講演がなされた。野
兎病は主に本州北東部で発生しており、病名から
も想像できるが、野生のウサギなどとの接触で感
染する急性熱性疾患で、わが国の株は感冒様症状
と局所リンパ節の腫大が主症状である。欧米でも
発生しているが、欧米の株は日本よりも強毒で致
死率も高い。ストマイやテトラサイクリンが有効
であることから、わが国での近年の発生は 1999
年に 1 例、2008 年に 5 例と決して多くはない。
しかし、野生のウサギは現在でも本病原菌を保有
していることは明らかで、臨床医は本病を忘れて
はならない。また野兎病菌は炭疽菌よりも少ない
菌数で感染する特徴があることから、近年ではバ
イオテロにも利用される可能性の高い細菌として
注目されている。野兎病はわが国とアメリカで独
立して発見された感染症で、わが国では 1924 年
に福島県の開業医であった大原八郎が発見・命名
し、報告したことが最初である。それよりも 10
年ほど前にツラレミアとして発見され、その後両
菌は同一であることが確認された。本病の解明に
大きな功績を残した大原八郎は、大会長の大原教
授の祖父とのことで、野兎病の過去から現在につ
いて非常に興味深く拝聴することができた。この
大会長講演の後、特別講演、教育講演、シンポジ
ウム、セミナー、一般演題などが各会場で行われ
た。特別講演としては、国立感染症研究所の倉根
一郎副所長による「蚊媒介性ウイルス感染症の現
状と対策」が、教育講演としては、岩手医科大学
の村木　靖教授による「インフルエンザウイルス
－その生態と最近の話題－」、および国立感染症
研究所ウイルス第一部の西條雅之部長による「日
本における重症熱性血小板減少症候群とダニ媒介
性脳炎の流行」が行われた。また、合同シンポジ
ウムとしては、近畿大学の楠進教授による「病原
微生物とギランバレー症候群」、獨協医科大学の
増田道明教授による「サイトメガロウイルスが宿
主細胞のガングリオシド合成系に与える影響とウ

イルス感染後ギランバレー症候群の発症メカニズ
ム解明のヒント」、長崎国際大学の中村龍文教授
による「HTLV-1 関連脊髄症に対する新しい治療
戦略の開発に向けて」、国立宇多野病院の田中正
美診療部長による「多発性硬化症とEBウイルス」、
日本大学の石川晴美助教による「希少神経感染症
の overview」、国立感染症研究所の中道一生主任
研究官による「PML（進行性多巣性白質脳症）の
非典型例と最近の動向」、富山大学の種市尋宙助
教による「腸管出血性大腸菌症による急性脳症の
病態と治療戦略」、長岡赤十字病院の藤田信也部
長による「忘れてはいけない感染症－ツツガムシ
病－」などの講演が行われ、どれも非常に興味深
い内容であり、得るものが大変多い学会であった。
以下に特に興味が持たれた講演について、その概
要を記載する。

○蚊媒介性ウイルス感染症の現状と対策
倉根一郎（国立感染症研究所）

　本特別講演は、当初よりデング熱を中心とした
内容の講演が計画されていたが、本年（H26 年）
8 月には我が国でのデング熱の発生があり、非常
にタイムリーな講演であった。講演は以下のよう
な内容であった。
　蚊媒介性ウイルス感染症には、日本脳炎ウイル
スなどの脳炎を典型的症状とするもの、デングウ
イルスなどの出血傾向を典型症状とするもの、ま
たチングニアウイルスなどの関節炎を典型所見と
するものがある。脳炎を典型所見とするウイルス
はヒトにおける血中ウイルス価（ウイルス血症）
は低く、ヒトは感染源とはならない。いっぽうデ
ングウイルスやチングニアウイルスなどは血中ウ
イルス価が高く、ヒトが感染源となり、ヒトと蚊
の間で感染環が維持される。これらのウイルスの
うちわが国で国内感染があるウイルスは日本脳炎
ウイルスのみであり、他のウイルスは輸入感染症
（流行地で感染後に発症して我が国へ入国、ある
いは我が国へ入国後に発症）としての対策が重要
となると理解されてきた。特にデング熱とチング
ニア熱はアジア地域で広く流行し、輸入患者の報
告も増加していること（H25 年は約 240 名）、い
ずれも日本に常在しているヒトスジシマカを媒介

蚊とすることから輸入患者がヒトスジシマカに吸
血された場合にはこの患者が感染源となり、国内
感染が起こる可能性も考えられていた。実際、平
成 25 年 8 月下旬に日本を旅行し、ドイツに帰国
した後、デング熱を発症した例がドイツの研究所
より報告されており、認識されない形でデングウ
イルスの国内感染が起こっている可能性も否定で
きない状況となっていた。この発症報告を受けた
厚労省は、全国の保健衛生機関にデング熱に類似
する患者の診察における本病の注意を喚起する文
書を出していたそうで、本年の我が国でのデング
熱の発生確認に貢献したのではないかとのことで
あった。
　蚊媒介性ウイルス感染症に対する対策はワクチ
ンの有無、ベクターの棲息様式や感染環によって
異なる。日本脳炎に関しては毎年患者発生がある
ものの、わが国では中和抗体を有していない感受
性者へのワクチン接種により、防御免疫を付与す
ることが対策の主体となる。いっぽうデング熱、
チングニア熱に関してはワクチンがないことか
ら、啓発などにより、流行がある国においては蚊に
刺されることを極力防止すること、輸入患者を早
期に診断し、適切な対症療法を行うとともに患者
を感染源とする流行を防止することが重要となる。
　いくつかの蚊媒介性ウイルスに対してはワクチ
ン開発が進められているが、特に世界的に患者数
の最も多いデングウイルスに対してはワクチン開
発が過去数十年にわたり進められてきたが、未だ
実用化されていない。デングウイルスには４つの
型（血清型）があるが、型交叉性防御は成立しな

いことから、それぞれの型に対して型特異的な防
御を期待し、４つの型を混合した多価ワクチンと
すると言う考え方が主流である。最近行われたデ
ングワクチンのフィールドトライアルにおいて、
デング２型に対する防御が他の型に比して低かっ
たと報告されている。現在デングウイルスに対す
る防御を最も良く反映する指標として、中和抗体
が考えられているが、上記のトライアルにおいて
もデング２型に対する中和抗体は誘導されてい
る。従って、今後防御免疫の本体の解明とともに
現在用いられている中和抗体測定法が適切である
のかも再考される必要がある。デングウイルス、
チングニアウイルスの主たる媒介の一つであるヒ
トスジシマカはわが国に棲息し、分布域は北上し
ている（1950 年頃の北限は北関東、2000 年頃
は宮城から福島付近、2013 年は岩手県北部から
秋田付近。）。デング熱の大流行はウイルスが非常
に増殖しやすいネッタイシマカが棲息する地域で
起こっており、ヒトスジシマカがいなくなる 10
月頃には終息するであろうこと、また今般我が国
で分離されたウイルスは 4 つの型のうち弱い病
原性の型とのことで、重症のデング出血熱は発症
しないであろうとのことであった。
　デングウイルスの馬への感染・発病は報告され
ていないようであるが、日本脳炎やウエストナイ
ル熱、東部・西部ウマ脳炎などの蚊媒介性ウイル
スは馬の流行性脳炎として重要であることから、
本講演はその比較の観点からも非常に興味深い講
演であった。

（片山芳也）

Biofilm に対して応用し、バンコマイシンの殺菌
効果にどのような影響を与えるかを検討した。具
体的には、MRSA を人工授精用培養皿の底面に播
種し、Biofilm を形成させた後遊離している細菌
を洗浄除去した。Biofilm をバンコマイシン添加
／非添加の培養液に入れ替え、遺伝子導入用超音
波発生装置を用いて超音波を照射し（1MHz、50％ 
duty cycle、0 ～ 2.0W、10 分間）、37℃、6時間
の薬剤暴露を行った。その結果、超音波照射のみ
行った群では、その出力増加に伴い Biofilm 内の
菌数減少が見られた。さらにバンコマイシンを添
加して培養した Biofilm においては、1.0W 以上
の超音波照射を行った場合の方が、行わない場合
に対して有意に生菌数が減少していた。
Sonoporation によるこの効果は、超音波自身の
もつ音響波キャビテーション作用（細胞内に高エ
ネルギーの微細な泡を形成させる）を利用した物
理的細胞破壊効果や抗生剤浸透促進作用によるも
のと仮定されている。今回の報告においてもその
作用を想起させるような結果が得られ、今後はこ
の仮説の証明や適切な照射設定の解明に取り組む
とのことである。また、バンコマイシンは約 6
時間という長時間をかけてゆるやかに作用する抗
生剤であるが、もっと作用がスピーディな薬剤で
あればもっと効果的な結果が得られる可能性があ
るとも述べていた。細菌感染を早期に治癒させる
ための物理療法としての超音波の効果について、
今後も続報に注目したい。

　なお、本学会では企業が主催したセミナーが多
数開催されたが、中でも以下のトピックスに関し
ては注目すべき点が認められた。簡単であるが紹
介したい。

・局所陰圧閉鎖療法･･･国内では最近になり専用
治療機器が認可されるようになり、コンパクトな
モデルが数社より販売開始された。専用の湿潤療
法用ドレッシング材を創に当て、接続されたドレ
イン管を経由した他方に陰圧を負荷する機械が接
続されている。これにより創内を陰圧として、滲
出液を創に残さず、肉芽組織増生を促進させると
いう原理だということである。実際、この治療法
の効果については現在も賛否議論が分かれている
が、臨床現場では多用されているようで、保険も
適用されているとのことであった。

・シアノアクリレート系縫合用接着剤（ダーマボ
ンド）･･･ヒトの形成外科において、特に顔面など
の手術については、「見た目をきれいに治す」こ
とが要求される。また通常の皮膚縫合においては、
縫合針で皮膚全体を貫通させるために皮内あるい
は縫合創内を汚染させてしまう可能性がある。こ
ういった問題を解決させるために、針による縫合
は真皮のみとし、上皮の縫合については接着剤に
よって行うという方法が注目されている。この接
着剤は接着力がかなり強力であるにもかかわら
ず、1 週間ほど経過すれば塗った接着剤がフィル
ム状となり簡単にはがすことができる。また、こ
のフィルム状の膜が創に湿潤環境を生み出すの
で、ドレッシング材の代わりも果たし、速乾性で
あるため、塗布後まもなくの患部の水洗いも可能
となる。接着剤はステープラや縫合糸による縫合
を行った場合にも、さらにその上から使用するこ
とで感染予防効果を得ることもできる。ウマ臨床
現場に応用するには薬物検査をクリアする必要が
あるが、かなり効果的なツールであろうと考えら
れる。

（福田健太郎）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　第 19 回神経感染症学会学術集会が平成 26 年
9月 4日からの 3日間、石川県金沢市の金沢歌劇
座で開催された。
　本学会の会員は人の医師が中心で、人の神経感

染症に関する基礎から臨床までが非常にうまく連
携して機能している学会である。今回は第 26 回
神経免疫学会学術集会と合同の開催となり、参加
者は前回の学術集会よりも多く、またプログラム

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

も盛りだくさんであった。
　本学術集会は、初日の開会式の直後に大会長講
演を行うことが恒例となっている。今回の学術集
会は金沢医科大学の大原義朗教授が大会長をされ
ており、「忘れ去られていく風土病―野兎病の過
去と現在－」と題した大会長講演がなされた。野
兎病は主に本州北東部で発生しており、病名から
も想像できるが、野生のウサギなどとの接触で感
染する急性熱性疾患で、わが国の株は感冒様症状
と局所リンパ節の腫大が主症状である。欧米でも
発生しているが、欧米の株は日本よりも強毒で致
死率も高い。ストマイやテトラサイクリンが有効
であることから、わが国での近年の発生は 1999
年に 1 例、2008 年に 5 例と決して多くはない。
しかし、野生のウサギは現在でも本病原菌を保有
していることは明らかで、臨床医は本病を忘れて
はならない。また野兎病菌は炭疽菌よりも少ない
菌数で感染する特徴があることから、近年ではバ
イオテロにも利用される可能性の高い細菌として
注目されている。野兎病はわが国とアメリカで独
立して発見された感染症で、わが国では 1924 年
に福島県の開業医であった大原八郎が発見・命名
し、報告したことが最初である。それよりも 10
年ほど前にツラレミアとして発見され、その後両
菌は同一であることが確認された。本病の解明に
大きな功績を残した大原八郎は、大会長の大原教
授の祖父とのことで、野兎病の過去から現在につ
いて非常に興味深く拝聴することができた。この
大会長講演の後、特別講演、教育講演、シンポジ
ウム、セミナー、一般演題などが各会場で行われ
た。特別講演としては、国立感染症研究所の倉根
一郎副所長による「蚊媒介性ウイルス感染症の現
状と対策」が、教育講演としては、岩手医科大学
の村木　靖教授による「インフルエンザウイルス
－その生態と最近の話題－」、および国立感染症
研究所ウイルス第一部の西條雅之部長による「日
本における重症熱性血小板減少症候群とダニ媒介
性脳炎の流行」が行われた。また、合同シンポジ
ウムとしては、近畿大学の楠進教授による「病原
微生物とギランバレー症候群」、獨協医科大学の
増田道明教授による「サイトメガロウイルスが宿
主細胞のガングリオシド合成系に与える影響とウ

イルス感染後ギランバレー症候群の発症メカニズ
ム解明のヒント」、長崎国際大学の中村龍文教授
による「HTLV-1 関連脊髄症に対する新しい治療
戦略の開発に向けて」、国立宇多野病院の田中正
美診療部長による「多発性硬化症とEBウイルス」、
日本大学の石川晴美助教による「希少神経感染症
の overview」、国立感染症研究所の中道一生主任
研究官による「PML（進行性多巣性白質脳症）の
非典型例と最近の動向」、富山大学の種市尋宙助
教による「腸管出血性大腸菌症による急性脳症の
病態と治療戦略」、長岡赤十字病院の藤田信也部
長による「忘れてはいけない感染症－ツツガムシ
病－」などの講演が行われ、どれも非常に興味深
い内容であり、得るものが大変多い学会であった。
以下に特に興味が持たれた講演について、その概
要を記載する。

○蚊媒介性ウイルス感染症の現状と対策
倉根一郎（国立感染症研究所）

　本特別講演は、当初よりデング熱を中心とした
内容の講演が計画されていたが、本年（H26 年）
8 月には我が国でのデング熱の発生があり、非常
にタイムリーな講演であった。講演は以下のよう
な内容であった。
　蚊媒介性ウイルス感染症には、日本脳炎ウイル
スなどの脳炎を典型的症状とするもの、デングウ
イルスなどの出血傾向を典型症状とするもの、ま
たチングニアウイルスなどの関節炎を典型所見と
するものがある。脳炎を典型所見とするウイルス
はヒトにおける血中ウイルス価（ウイルス血症）
は低く、ヒトは感染源とはならない。いっぽうデ
ングウイルスやチングニアウイルスなどは血中ウ
イルス価が高く、ヒトが感染源となり、ヒトと蚊
の間で感染環が維持される。これらのウイルスの
うちわが国で国内感染があるウイルスは日本脳炎
ウイルスのみであり、他のウイルスは輸入感染症
（流行地で感染後に発症して我が国へ入国、ある
いは我が国へ入国後に発症）としての対策が重要
となると理解されてきた。特にデング熱とチング
ニア熱はアジア地域で広く流行し、輸入患者の報
告も増加していること（H25 年は約 240 名）、い
ずれも日本に常在しているヒトスジシマカを媒介

蚊とすることから輸入患者がヒトスジシマカに吸
血された場合にはこの患者が感染源となり、国内
感染が起こる可能性も考えられていた。実際、平
成 25 年 8 月下旬に日本を旅行し、ドイツに帰国
した後、デング熱を発症した例がドイツの研究所
より報告されており、認識されない形でデングウ
イルスの国内感染が起こっている可能性も否定で
きない状況となっていた。この発症報告を受けた
厚労省は、全国の保健衛生機関にデング熱に類似
する患者の診察における本病の注意を喚起する文
書を出していたそうで、本年の我が国でのデング
熱の発生確認に貢献したのではないかとのことで
あった。
　蚊媒介性ウイルス感染症に対する対策はワクチ
ンの有無、ベクターの棲息様式や感染環によって
異なる。日本脳炎に関しては毎年患者発生がある
ものの、わが国では中和抗体を有していない感受
性者へのワクチン接種により、防御免疫を付与す
ることが対策の主体となる。いっぽうデング熱、
チングニア熱に関してはワクチンがないことか
ら、啓発などにより、流行がある国においては蚊に
刺されることを極力防止すること、輸入患者を早
期に診断し、適切な対症療法を行うとともに患者
を感染源とする流行を防止することが重要となる。
　いくつかの蚊媒介性ウイルスに対してはワクチ
ン開発が進められているが、特に世界的に患者数
の最も多いデングウイルスに対してはワクチン開
発が過去数十年にわたり進められてきたが、未だ
実用化されていない。デングウイルスには４つの
型（血清型）があるが、型交叉性防御は成立しな

いことから、それぞれの型に対して型特異的な防
御を期待し、４つの型を混合した多価ワクチンと
すると言う考え方が主流である。最近行われたデ
ングワクチンのフィールドトライアルにおいて、
デング２型に対する防御が他の型に比して低かっ
たと報告されている。現在デングウイルスに対す
る防御を最も良く反映する指標として、中和抗体
が考えられているが、上記のトライアルにおいて
もデング２型に対する中和抗体は誘導されてい
る。従って、今後防御免疫の本体の解明とともに
現在用いられている中和抗体測定法が適切である
のかも再考される必要がある。デングウイルス、
チングニアウイルスの主たる媒介の一つであるヒ
トスジシマカはわが国に棲息し、分布域は北上し
ている（1950 年頃の北限は北関東、2000 年頃
は宮城から福島付近、2013 年は岩手県北部から
秋田付近。）。デング熱の大流行はウイルスが非常
に増殖しやすいネッタイシマカが棲息する地域で
起こっており、ヒトスジシマカがいなくなる 10
月頃には終息するであろうこと、また今般我が国
で分離されたウイルスは 4 つの型のうち弱い病
原性の型とのことで、重症のデング出血熱は発症
しないであろうとのことであった。
　デングウイルスの馬への感染・発病は報告され
ていないようであるが、日本脳炎やウエストナイ
ル熱、東部・西部ウマ脳炎などの蚊媒介性ウイル
スは馬の流行性脳炎として重要であることから、
本講演はその比較の観点からも非常に興味深い講
演であった。

（片山芳也）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　第 19 回神経感染症学会学術集会が平成 26 年
9月 4日からの 3日間、石川県金沢市の金沢歌劇
座で開催された。
　本学会の会員は人の医師が中心で、人の神経感

染症に関する基礎から臨床までが非常にうまく連
携して機能している学会である。今回は第 26 回
神経免疫学会学術集会と合同の開催となり、参加
者は前回の学術集会よりも多く、またプログラム

第67回日本酸化ストレス学会学術集会

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

も盛りだくさんであった。
　本学術集会は、初日の開会式の直後に大会長講
演を行うことが恒例となっている。今回の学術集
会は金沢医科大学の大原義朗教授が大会長をされ
ており、「忘れ去られていく風土病―野兎病の過
去と現在－」と題した大会長講演がなされた。野
兎病は主に本州北東部で発生しており、病名から
も想像できるが、野生のウサギなどとの接触で感
染する急性熱性疾患で、わが国の株は感冒様症状
と局所リンパ節の腫大が主症状である。欧米でも
発生しているが、欧米の株は日本よりも強毒で致
死率も高い。ストマイやテトラサイクリンが有効
であることから、わが国での近年の発生は 1999
年に 1 例、2008 年に 5 例と決して多くはない。
しかし、野生のウサギは現在でも本病原菌を保有
していることは明らかで、臨床医は本病を忘れて
はならない。また野兎病菌は炭疽菌よりも少ない
菌数で感染する特徴があることから、近年ではバ
イオテロにも利用される可能性の高い細菌として
注目されている。野兎病はわが国とアメリカで独
立して発見された感染症で、わが国では 1924 年
に福島県の開業医であった大原八郎が発見・命名
し、報告したことが最初である。それよりも 10
年ほど前にツラレミアとして発見され、その後両
菌は同一であることが確認された。本病の解明に
大きな功績を残した大原八郎は、大会長の大原教
授の祖父とのことで、野兎病の過去から現在につ
いて非常に興味深く拝聴することができた。この
大会長講演の後、特別講演、教育講演、シンポジ
ウム、セミナー、一般演題などが各会場で行われ
た。特別講演としては、国立感染症研究所の倉根
一郎副所長による「蚊媒介性ウイルス感染症の現
状と対策」が、教育講演としては、岩手医科大学
の村木　靖教授による「インフルエンザウイルス
－その生態と最近の話題－」、および国立感染症
研究所ウイルス第一部の西條雅之部長による「日
本における重症熱性血小板減少症候群とダニ媒介
性脳炎の流行」が行われた。また、合同シンポジ
ウムとしては、近畿大学の楠進教授による「病原
微生物とギランバレー症候群」、獨協医科大学の
増田道明教授による「サイトメガロウイルスが宿
主細胞のガングリオシド合成系に与える影響とウ

イルス感染後ギランバレー症候群の発症メカニズ
ム解明のヒント」、長崎国際大学の中村龍文教授
による「HTLV-1 関連脊髄症に対する新しい治療
戦略の開発に向けて」、国立宇多野病院の田中正
美診療部長による「多発性硬化症とEBウイルス」、
日本大学の石川晴美助教による「希少神経感染症
の overview」、国立感染症研究所の中道一生主任
研究官による「PML（進行性多巣性白質脳症）の
非典型例と最近の動向」、富山大学の種市尋宙助
教による「腸管出血性大腸菌症による急性脳症の
病態と治療戦略」、長岡赤十字病院の藤田信也部
長による「忘れてはいけない感染症－ツツガムシ
病－」などの講演が行われ、どれも非常に興味深
い内容であり、得るものが大変多い学会であった。
以下に特に興味が持たれた講演について、その概
要を記載する。

○蚊媒介性ウイルス感染症の現状と対策
倉根一郎（国立感染症研究所）

　本特別講演は、当初よりデング熱を中心とした
内容の講演が計画されていたが、本年（H26 年）
8 月には我が国でのデング熱の発生があり、非常
にタイムリーな講演であった。講演は以下のよう
な内容であった。
　蚊媒介性ウイルス感染症には、日本脳炎ウイル
スなどの脳炎を典型的症状とするもの、デングウ
イルスなどの出血傾向を典型症状とするもの、ま
たチングニアウイルスなどの関節炎を典型所見と
するものがある。脳炎を典型所見とするウイルス
はヒトにおける血中ウイルス価（ウイルス血症）
は低く、ヒトは感染源とはならない。いっぽうデ
ングウイルスやチングニアウイルスなどは血中ウ
イルス価が高く、ヒトが感染源となり、ヒトと蚊
の間で感染環が維持される。これらのウイルスの
うちわが国で国内感染があるウイルスは日本脳炎
ウイルスのみであり、他のウイルスは輸入感染症
（流行地で感染後に発症して我が国へ入国、ある
いは我が国へ入国後に発症）としての対策が重要
となると理解されてきた。特にデング熱とチング
ニア熱はアジア地域で広く流行し、輸入患者の報
告も増加していること（H25 年は約 240 名）、い
ずれも日本に常在しているヒトスジシマカを媒介

蚊とすることから輸入患者がヒトスジシマカに吸
血された場合にはこの患者が感染源となり、国内
感染が起こる可能性も考えられていた。実際、平
成 25 年 8 月下旬に日本を旅行し、ドイツに帰国
した後、デング熱を発症した例がドイツの研究所
より報告されており、認識されない形でデングウ
イルスの国内感染が起こっている可能性も否定で
きない状況となっていた。この発症報告を受けた
厚労省は、全国の保健衛生機関にデング熱に類似
する患者の診察における本病の注意を喚起する文
書を出していたそうで、本年の我が国でのデング
熱の発生確認に貢献したのではないかとのことで
あった。
　蚊媒介性ウイルス感染症に対する対策はワクチ
ンの有無、ベクターの棲息様式や感染環によって
異なる。日本脳炎に関しては毎年患者発生がある
ものの、わが国では中和抗体を有していない感受
性者へのワクチン接種により、防御免疫を付与す
ることが対策の主体となる。いっぽうデング熱、
チングニア熱に関してはワクチンがないことか
ら、啓発などにより、流行がある国においては蚊に
刺されることを極力防止すること、輸入患者を早
期に診断し、適切な対症療法を行うとともに患者
を感染源とする流行を防止することが重要となる。
　いくつかの蚊媒介性ウイルスに対してはワクチ
ン開発が進められているが、特に世界的に患者数
の最も多いデングウイルスに対してはワクチン開
発が過去数十年にわたり進められてきたが、未だ
実用化されていない。デングウイルスには４つの
型（血清型）があるが、型交叉性防御は成立しな

いことから、それぞれの型に対して型特異的な防
御を期待し、４つの型を混合した多価ワクチンと
すると言う考え方が主流である。最近行われたデ
ングワクチンのフィールドトライアルにおいて、
デング２型に対する防御が他の型に比して低かっ
たと報告されている。現在デングウイルスに対す
る防御を最も良く反映する指標として、中和抗体
が考えられているが、上記のトライアルにおいて
もデング２型に対する中和抗体は誘導されてい
る。従って、今後防御免疫の本体の解明とともに
現在用いられている中和抗体測定法が適切である
のかも再考される必要がある。デングウイルス、
チングニアウイルスの主たる媒介の一つであるヒ
トスジシマカはわが国に棲息し、分布域は北上し
ている（1950 年頃の北限は北関東、2000 年頃
は宮城から福島付近、2013 年は岩手県北部から
秋田付近。）。デング熱の大流行はウイルスが非常
に増殖しやすいネッタイシマカが棲息する地域で
起こっており、ヒトスジシマカがいなくなる 10
月頃には終息するであろうこと、また今般我が国
で分離されたウイルスは 4 つの型のうち弱い病
原性の型とのことで、重症のデング出血熱は発症
しないであろうとのことであった。
　デングウイルスの馬への感染・発病は報告され
ていないようであるが、日本脳炎やウエストナイ
ル熱、東部・西部ウマ脳炎などの蚊媒介性ウイル
スは馬の流行性脳炎として重要であることから、
本講演はその比較の観点からも非常に興味深い講
演であった。

（片山芳也）

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

の心電図波形とが大きく違うことに端を発して設
立され、動物側の研究者（獣医師）と医側の研究
者（医師）が一同に会し、比較動物学的な見地か
ら討論する研究会である。会員制を取らず年会費
は徴収しないので、年 1 回開催される研究会の
参加費と企業賛助金だけが収入であるという小さ
な研究会であるが、40 年の長きにわたって存続
している。
　今回のシンポジウムは「心筋虚血と心電図変化、
特にヒトと動物の比較：冠動脈変化と ST/T 変化
（側副血行路の存在も含めて）」と題し、医側の杉
薫先生（東邦大学）と動物側の藤井洋子先生（麻
布大学）が当番世話人としてシンポジウムを企画
した。 発表された 4 演題について、簡単に内容を
紹介する。

○急性冠症候群の心電図　
小菅雅美（横浜市立大学）

　急性冠症候群は、冠動脈プラーク（粥腫）の破
綻とそれに伴う血栓形成により冠動脈の高度狭
窄・閉塞をきたし急性心筋虚血を呈する病態であ
り、不安定狭心症・急性心筋梗塞・心臓突然死を
包括した疾患概念である。発症早期に迅速かつ的
確な診断・治療が求められる循環救急疾患であり、
初期治療方針の決定は心電図所見に基づいて行わ
れる。ST 上昇を認める場合には虚血責任冠動脈
は完全閉塞していると考えられ（ST 上昇型急性
心筋梗塞症）、一方、ST 上昇を認めない場合には
冠動脈は完全閉塞には至っていないことが多い
（非 ST上昇型急性冠症候群）。
　ST 上昇型急性心筋梗塞症では、閉塞している
梗塞責任冠動脈をより早く確実に再灌流すること
が梗塞サイズを縮小し予後を改善する。再灌流療
法は急性期治療として確立された治療であり、急
性心筋梗塞の診断をより早期に的確に行うことが
求められている。各種画像診断が飛躍的に進歩し
た現在においても、心電図は “いつでも、どこでも、
その場ですぐに行うことができる” 簡便な検査で
あり診断の基本であることに変わりはない。急性
心筋梗塞では冠動脈の閉塞後、心電図では T波の
尖鋭・増高、ST 上昇を認め、心筋傷害が進行す
るにつれ、R波は減高し、そして異常 Q波、陰性

T 波の出現を認める。虚血心筋を救済し梗塞サイ
ズの縮小を主たる目的とする再灌流療法の意義を
考えると、ST 上昇を認める時期の急性期の心電
図診断は特に重要といえる。

○冠攣縮性狭心症の臨床像と心電図変化
草間芳樹（日本医科大学） 

　冠攣縮とは、 主として心臓の表面を走行する太
い冠動脈が一過性に異常に収縮した状態で、狭心
症発作時の ST 上昇を特徴とする異型狭心症は冠
攣縮性狭心症の一病型である . 冠攣縮性狭心症で
は，冠攣縮により一過性に冠血流が低下し，心筋
虚血（supply ischemia/primary angina）をひき
起こす。先行する血圧や心拍数の上昇によ
る心筋酸素消費量の増大を必ずしも伴わず、
労 作 性 狭 心症における心筋虚血（demand 
ischemia/secondary angina）とは異なる病態であ
る。我が国の狭心症例の約 40% が冠攣縮性狭心
症であり、日本人では欧州人に比べ冠攣縮の誘発
頻度が高い。冠攣縮の原因である冠動脈収縮能の
亢進には、血管内皮機能不全と血管平滑筋過収縮
が関与しており、病因としては喫煙・飲酒・脂質
異常・糖代謝異常・ストレス（自律神経機能異常）
などの環境因子と遺伝的要因の関与が示唆されて
いる。
　冠攣縮性狭心症の心筋虚血発作には，夜間から
早朝にかけてピークを有する日内変動が見られ、
夜間から早朝にかけての安静時に出現し、通常は
日中の運動によって誘発されない。また、胸痛な
どの症状を伴わない無症候性心筋虚血が多い。こ
のような特徴を示す冠攣縮性狭心症の診断にはホ
ルター心電図が有用である。心筋虚血発作時の典
型的心電図変化としては、貫壁性心筋虚血に伴う
ST 上昇と対側誘導の ST 下降が認められ、陰性 U
波が出現することもある。また、発作中に高度房
室ブロック・心室頻拍・細動などの危険な不整脈
を認め、意識消失・心臓突然死の原因となる場合
がある。 
　日本医科大学多摩永山病院に搬送・救命された
院外心停止例 45 例のうち、冠攣縮が関与したと
考えられる例は 14 例（31%）であった。また、
冠攣縮研究会による多施設共同研究では、登録さ

れた冠攣縮性狭心症 1429 例のうち 35 例（2.5 
%）が院外心停止からの蘇生例であり，院外心停
止例では非院外心停止に比べて年齢がより若く、
左前下行枝攣縮の頻度がより高いという特徴を有
していた。院外心停止例と非院外心停止の 5 年
間のイベント回避率（死亡・非致死的心筋梗塞・
狭心症不安定化・心不全入院 , 重症不整脈）は、
院外心停止蘇生例では 72%、非院外心停止例
92% であり、院外心停止例はハイリスク症例で
ある。心室頻拍・細動を伴う冠攣縮性狭心症例で
は、Brugada 症候群や心臓突然死をきたす不整脈
原性疾患との合併を検索し、不整脈原性疾患を有
する例では ICD 植込みを考慮する。冠攣縮以外の
不整脈原性疾患が認められず、薬物により虚血発
作が予防されれば ICD 植え込みの適応とはならな
い。しかし、難治性冠攣縮症例で虚血発作が予防
できない場合には ICD 植込みも考慮される。

○正常犬と正常ブタ間でのジピリダモール負荷後
の心電図変化の差異：側副血行路が coronary 
steal の原因か？ 

安東賢太郎（東邦大学）
　ジピリダモールはアデノシンの再取り込み阻害
を介した内因性アデノシンの増強作用によって冠
動脈を拡張させる。ジピリダモールは健常な冠動
脈における血流を増加させるが、狭窄より遠位の
動脈では増加させないために狭窄した動脈からの
“steal （盗血）” 現象を生じさせると言われている。
Steal 現象により虚血が誘発されるために、心電
図では ST 低下が観察される。また、症状として
は胸痛が認められることがある。同様の作用はア
デノシンを投与することでも認められる。ジピリ
ダモールやアデノシンによるこうした薬理作用を
利用して、狭心症の誘発が可能である。
　正常ビーグル犬に臨床薬効用量の 0.056mg/kg
およびその 10 倍量のジピリダモールを静脈内投
与したところ、高用量において血圧低下作用とと
もに ST 低下が認められた。一方、近年、開発さ
れた超小型ミニブタであるマイクロミニピッグに
同様にジピリダモールを静脈内投与したところ、
0.056mg/kg から血圧低下が認められたが、ST
セグメントは高用量投与後でも変化を認めなかっ

た。これら動物の血圧低下作用はジピリダモール
による血管拡張作用によると推察できるが、ST 
セグメントの変化がビーグル犬とマイクロミニ
ピッグで異なることの理由はよくわかっていな
い。一般的にイヌは心臓における側副血行路が発
達しているが、ブタでは乏しいことが知られてい
るので、ジピリダモールによる steal 現象に側副
血行路の発達の相違が関与している可能性が考え
られている。

○ジピリダモールのカニクイザルおよびモルモッ
トの心電図に対する影響 
星合清隆・斉藤裕之（シミックバイオリサーチセ
ンター）
　ジピリダモールは、薬理学的心筋負荷試験に利
用され、心筋虚血がある場合には心電図の ST セ
グメントが低下する。イヌのハロセン麻酔モデル
にジピリダモールを投与すると、健常犬にもかか
わらず ST セグメントが低下し、この ST セグメ
ントの低下によって見かけ上 QT 間隔が延長する
という報告があった。このことから、カニクイザ
ルおよびモルモットにおいてジピリダモール投与
時の体表面心電図の変化を検討した。
・カニクイザルにチオペンタール約 25 mg/kg を
静脈内投与し､導入麻酔した。続いて気管挿管を
行い、人工呼吸器に接続して、人工呼吸を行った
（20 mℓ/kg、15 回 / 分）。麻酔維持には、1～
2% ハロセンを使用し、キャリアとして 100% 酸
素を使用した。ジピリダモールを前腕橈側皮静脈
から投与した。 
・モルモットを 4% イソフルランで導入麻酔した。
続いて気管切開後挿管し、人工呼吸器に接続して
人工呼吸を行った（10 mℓ/kg、60 回 / 分）。麻
酔維持には、1～ 2% ハロセンを使用し、キャリ
アとして 100% 酸素を使用した。ジピリダモール
を頸静脈に留置したカテーテルから投与した。
・心電図の測定は心電計を使用し、投与前、低用
量投与開始後 5・10・15・20・30 分、高用量投
与開始後 5・10・15・20・30・45・60 分に標
準肢誘導および胸部誘導を記録した。 
・ジピリダモールの投与：は、低用量として
0.056 mg/kg（臨床適応用量の 1/10）、高用量と

して 0.56 mg/kg（臨床適応用量）を 10 分間で
投与した。 
　ジピリダモールを投与したところ、サルでは高
用量において心拍数に軽度増加が認められたが、
心電図に明らかな変化は認められなかった。これ
に対し、モルモットでは高用量において心拍数に
明らかな変化は認められなかったが、ST セグメ
ントの低下が認められた。

　馬においては、いわゆる冠状動脈疾患の発生が
疑われるような症例は少ないようであるが、その
理由については、よくわかっていない。ジピリダ
モールに対する反応を馬で調べることにより、馬
の側副血行路の発達の状態を知ることができれ
ば、馬の心機能の詳細を解明することに役立つも
のと思われる。

（平賀　敦）

第41回比較心電図研究会

　9 月 6 日（土）に東京都四谷の持田製薬ルーク
ホールにおいて行なわれた第 41 回比較心電図研

究会に参加したので、その概要を報告する。
　比較心電図研究会は、ウマの心電図波形とヒト

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

の心電図波形とが大きく違うことに端を発して設
立され、動物側の研究者（獣医師）と医側の研究
者（医師）が一同に会し、比較動物学的な見地か
ら討論する研究会である。会員制を取らず年会費
は徴収しないので、年 1 回開催される研究会の
参加費と企業賛助金だけが収入であるという小さ
な研究会であるが、40 年の長きにわたって存続
している。
　今回のシンポジウムは「心筋虚血と心電図変化、
特にヒトと動物の比較：冠動脈変化と ST/T 変化
（側副血行路の存在も含めて）」と題し、医側の杉
薫先生（東邦大学）と動物側の藤井洋子先生（麻
布大学）が当番世話人としてシンポジウムを企画
した。 発表された 4 演題について、簡単に内容を
紹介する。

○急性冠症候群の心電図　
小菅雅美（横浜市立大学）

　急性冠症候群は、冠動脈プラーク（粥腫）の破
綻とそれに伴う血栓形成により冠動脈の高度狭
窄・閉塞をきたし急性心筋虚血を呈する病態であ
り、不安定狭心症・急性心筋梗塞・心臓突然死を
包括した疾患概念である。発症早期に迅速かつ的
確な診断・治療が求められる循環救急疾患であり、
初期治療方針の決定は心電図所見に基づいて行わ
れる。ST 上昇を認める場合には虚血責任冠動脈
は完全閉塞していると考えられ（ST 上昇型急性
心筋梗塞症）、一方、ST 上昇を認めない場合には
冠動脈は完全閉塞には至っていないことが多い
（非 ST上昇型急性冠症候群）。
　ST 上昇型急性心筋梗塞症では、閉塞している
梗塞責任冠動脈をより早く確実に再灌流すること
が梗塞サイズを縮小し予後を改善する。再灌流療
法は急性期治療として確立された治療であり、急
性心筋梗塞の診断をより早期に的確に行うことが
求められている。各種画像診断が飛躍的に進歩し
た現在においても、心電図は “いつでも、どこでも、
その場ですぐに行うことができる” 簡便な検査で
あり診断の基本であることに変わりはない。急性
心筋梗塞では冠動脈の閉塞後、心電図では T波の
尖鋭・増高、ST 上昇を認め、心筋傷害が進行す
るにつれ、R波は減高し、そして異常 Q波、陰性

T 波の出現を認める。虚血心筋を救済し梗塞サイ
ズの縮小を主たる目的とする再灌流療法の意義を
考えると、ST 上昇を認める時期の急性期の心電
図診断は特に重要といえる。

○冠攣縮性狭心症の臨床像と心電図変化
草間芳樹（日本医科大学） 

　冠攣縮とは、 主として心臓の表面を走行する太
い冠動脈が一過性に異常に収縮した状態で、狭心
症発作時の ST 上昇を特徴とする異型狭心症は冠
攣縮性狭心症の一病型である . 冠攣縮性狭心症で
は，冠攣縮により一過性に冠血流が低下し，心筋
虚血（supply ischemia/primary angina）をひき
起こす。先行する血圧や心拍数の上昇によ
る心筋酸素消費量の増大を必ずしも伴わず、
労 作 性 狭 心症における心筋虚血（demand 
ischemia/secondary angina）とは異なる病態であ
る。我が国の狭心症例の約 40% が冠攣縮性狭心
症であり、日本人では欧州人に比べ冠攣縮の誘発
頻度が高い。冠攣縮の原因である冠動脈収縮能の
亢進には、血管内皮機能不全と血管平滑筋過収縮
が関与しており、病因としては喫煙・飲酒・脂質
異常・糖代謝異常・ストレス（自律神経機能異常）
などの環境因子と遺伝的要因の関与が示唆されて
いる。
　冠攣縮性狭心症の心筋虚血発作には，夜間から
早朝にかけてピークを有する日内変動が見られ、
夜間から早朝にかけての安静時に出現し、通常は
日中の運動によって誘発されない。また、胸痛な
どの症状を伴わない無症候性心筋虚血が多い。こ
のような特徴を示す冠攣縮性狭心症の診断にはホ
ルター心電図が有用である。心筋虚血発作時の典
型的心電図変化としては、貫壁性心筋虚血に伴う
ST 上昇と対側誘導の ST 下降が認められ、陰性 U
波が出現することもある。また、発作中に高度房
室ブロック・心室頻拍・細動などの危険な不整脈
を認め、意識消失・心臓突然死の原因となる場合
がある。 
　日本医科大学多摩永山病院に搬送・救命された
院外心停止例 45 例のうち、冠攣縮が関与したと
考えられる例は 14 例（31%）であった。また、
冠攣縮研究会による多施設共同研究では、登録さ

れた冠攣縮性狭心症 1429 例のうち 35 例（2.5 
%）が院外心停止からの蘇生例であり，院外心停
止例では非院外心停止に比べて年齢がより若く、
左前下行枝攣縮の頻度がより高いという特徴を有
していた。院外心停止例と非院外心停止の 5 年
間のイベント回避率（死亡・非致死的心筋梗塞・
狭心症不安定化・心不全入院 , 重症不整脈）は、
院外心停止蘇生例では 72%、非院外心停止例
92% であり、院外心停止例はハイリスク症例で
ある。心室頻拍・細動を伴う冠攣縮性狭心症例で
は、Brugada 症候群や心臓突然死をきたす不整脈
原性疾患との合併を検索し、不整脈原性疾患を有
する例では ICD 植込みを考慮する。冠攣縮以外の
不整脈原性疾患が認められず、薬物により虚血発
作が予防されれば ICD 植え込みの適応とはならな
い。しかし、難治性冠攣縮症例で虚血発作が予防
できない場合には ICD 植込みも考慮される。

○正常犬と正常ブタ間でのジピリダモール負荷後
の心電図変化の差異：側副血行路が coronary 
steal の原因か？ 

安東賢太郎（東邦大学）
　ジピリダモールはアデノシンの再取り込み阻害
を介した内因性アデノシンの増強作用によって冠
動脈を拡張させる。ジピリダモールは健常な冠動
脈における血流を増加させるが、狭窄より遠位の
動脈では増加させないために狭窄した動脈からの
“steal （盗血）” 現象を生じさせると言われている。
Steal 現象により虚血が誘発されるために、心電
図では ST 低下が観察される。また、症状として
は胸痛が認められることがある。同様の作用はア
デノシンを投与することでも認められる。ジピリ
ダモールやアデノシンによるこうした薬理作用を
利用して、狭心症の誘発が可能である。
　正常ビーグル犬に臨床薬効用量の 0.056mg/kg
およびその 10 倍量のジピリダモールを静脈内投
与したところ、高用量において血圧低下作用とと
もに ST 低下が認められた。一方、近年、開発さ
れた超小型ミニブタであるマイクロミニピッグに
同様にジピリダモールを静脈内投与したところ、
0.056mg/kg から血圧低下が認められたが、ST
セグメントは高用量投与後でも変化を認めなかっ

た。これら動物の血圧低下作用はジピリダモール
による血管拡張作用によると推察できるが、ST 
セグメントの変化がビーグル犬とマイクロミニ
ピッグで異なることの理由はよくわかっていな
い。一般的にイヌは心臓における側副血行路が発
達しているが、ブタでは乏しいことが知られてい
るので、ジピリダモールによる steal 現象に側副
血行路の発達の相違が関与している可能性が考え
られている。

○ジピリダモールのカニクイザルおよびモルモッ
トの心電図に対する影響 
星合清隆・斉藤裕之（シミックバイオリサーチセ
ンター）
　ジピリダモールは、薬理学的心筋負荷試験に利
用され、心筋虚血がある場合には心電図の ST セ
グメントが低下する。イヌのハロセン麻酔モデル
にジピリダモールを投与すると、健常犬にもかか
わらず ST セグメントが低下し、この ST セグメ
ントの低下によって見かけ上 QT 間隔が延長する
という報告があった。このことから、カニクイザ
ルおよびモルモットにおいてジピリダモール投与
時の体表面心電図の変化を検討した。
・カニクイザルにチオペンタール約 25 mg/kg を
静脈内投与し､導入麻酔した。続いて気管挿管を
行い、人工呼吸器に接続して、人工呼吸を行った
（20 mℓ/kg、15 回 / 分）。麻酔維持には、1～
2% ハロセンを使用し、キャリアとして 100% 酸
素を使用した。ジピリダモールを前腕橈側皮静脈
から投与した。 
・モルモットを 4% イソフルランで導入麻酔した。
続いて気管切開後挿管し、人工呼吸器に接続して
人工呼吸を行った（10 mℓ/kg、60 回 / 分）。麻
酔維持には、1～ 2% ハロセンを使用し、キャリ
アとして 100% 酸素を使用した。ジピリダモール
を頸静脈に留置したカテーテルから投与した。
・心電図の測定は心電計を使用し、投与前、低用
量投与開始後 5・10・15・20・30 分、高用量投
与開始後 5・10・15・20・30・45・60 分に標
準肢誘導および胸部誘導を記録した。 
・ジピリダモールの投与：は、低用量として
0.056 mg/kg（臨床適応用量の 1/10）、高用量と

して 0.56 mg/kg（臨床適応用量）を 10 分間で
投与した。 
　ジピリダモールを投与したところ、サルでは高
用量において心拍数に軽度増加が認められたが、
心電図に明らかな変化は認められなかった。これ
に対し、モルモットでは高用量において心拍数に
明らかな変化は認められなかったが、ST セグメ
ントの低下が認められた。

　馬においては、いわゆる冠状動脈疾患の発生が
疑われるような症例は少ないようであるが、その
理由については、よくわかっていない。ジピリダ
モールに対する反応を馬で調べることにより、馬
の側副血行路の発達の状態を知ることができれ
ば、馬の心機能の詳細を解明することに役立つも
のと思われる。

（平賀　敦）

　9 月 6 日（土）に東京都四谷の持田製薬ルーク
ホールにおいて行なわれた第 41 回比較心電図研

究会に参加したので、その概要を報告する。
　比較心電図研究会は、ウマの心電図波形とヒト

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

の心電図波形とが大きく違うことに端を発して設
立され、動物側の研究者（獣医師）と医側の研究
者（医師）が一同に会し、比較動物学的な見地か
ら討論する研究会である。会員制を取らず年会費
は徴収しないので、年 1 回開催される研究会の
参加費と企業賛助金だけが収入であるという小さ
な研究会であるが、40 年の長きにわたって存続
している。
　今回のシンポジウムは「心筋虚血と心電図変化、
特にヒトと動物の比較：冠動脈変化と ST/T 変化
（側副血行路の存在も含めて）」と題し、医側の杉
薫先生（東邦大学）と動物側の藤井洋子先生（麻
布大学）が当番世話人としてシンポジウムを企画
した。 発表された 4 演題について、簡単に内容を
紹介する。

○急性冠症候群の心電図　
小菅雅美（横浜市立大学）

　急性冠症候群は、冠動脈プラーク（粥腫）の破
綻とそれに伴う血栓形成により冠動脈の高度狭
窄・閉塞をきたし急性心筋虚血を呈する病態であ
り、不安定狭心症・急性心筋梗塞・心臓突然死を
包括した疾患概念である。発症早期に迅速かつ的
確な診断・治療が求められる循環救急疾患であり、
初期治療方針の決定は心電図所見に基づいて行わ
れる。ST 上昇を認める場合には虚血責任冠動脈
は完全閉塞していると考えられ（ST 上昇型急性
心筋梗塞症）、一方、ST 上昇を認めない場合には
冠動脈は完全閉塞には至っていないことが多い
（非 ST上昇型急性冠症候群）。
　ST 上昇型急性心筋梗塞症では、閉塞している
梗塞責任冠動脈をより早く確実に再灌流すること
が梗塞サイズを縮小し予後を改善する。再灌流療
法は急性期治療として確立された治療であり、急
性心筋梗塞の診断をより早期に的確に行うことが
求められている。各種画像診断が飛躍的に進歩し
た現在においても、心電図は “いつでも、どこでも、
その場ですぐに行うことができる” 簡便な検査で
あり診断の基本であることに変わりはない。急性
心筋梗塞では冠動脈の閉塞後、心電図では T波の
尖鋭・増高、ST 上昇を認め、心筋傷害が進行す
るにつれ、R波は減高し、そして異常 Q波、陰性

T 波の出現を認める。虚血心筋を救済し梗塞サイ
ズの縮小を主たる目的とする再灌流療法の意義を
考えると、ST 上昇を認める時期の急性期の心電
図診断は特に重要といえる。

○冠攣縮性狭心症の臨床像と心電図変化
草間芳樹（日本医科大学） 

　冠攣縮とは、 主として心臓の表面を走行する太
い冠動脈が一過性に異常に収縮した状態で、狭心
症発作時の ST 上昇を特徴とする異型狭心症は冠
攣縮性狭心症の一病型である . 冠攣縮性狭心症で
は，冠攣縮により一過性に冠血流が低下し，心筋
虚血（supply ischemia/primary angina）をひき
起こす。先行する血圧や心拍数の上昇によ
る心筋酸素消費量の増大を必ずしも伴わず、
労 作 性 狭 心症における心筋虚血（demand 
ischemia/secondary angina）とは異なる病態であ
る。我が国の狭心症例の約 40% が冠攣縮性狭心
症であり、日本人では欧州人に比べ冠攣縮の誘発
頻度が高い。冠攣縮の原因である冠動脈収縮能の
亢進には、血管内皮機能不全と血管平滑筋過収縮
が関与しており、病因としては喫煙・飲酒・脂質
異常・糖代謝異常・ストレス（自律神経機能異常）
などの環境因子と遺伝的要因の関与が示唆されて
いる。
　冠攣縮性狭心症の心筋虚血発作には，夜間から
早朝にかけてピークを有する日内変動が見られ、
夜間から早朝にかけての安静時に出現し、通常は
日中の運動によって誘発されない。また、胸痛な
どの症状を伴わない無症候性心筋虚血が多い。こ
のような特徴を示す冠攣縮性狭心症の診断にはホ
ルター心電図が有用である。心筋虚血発作時の典
型的心電図変化としては、貫壁性心筋虚血に伴う
ST 上昇と対側誘導の ST 下降が認められ、陰性 U
波が出現することもある。また、発作中に高度房
室ブロック・心室頻拍・細動などの危険な不整脈
を認め、意識消失・心臓突然死の原因となる場合
がある。 
　日本医科大学多摩永山病院に搬送・救命された
院外心停止例 45 例のうち、冠攣縮が関与したと
考えられる例は 14 例（31%）であった。また、
冠攣縮研究会による多施設共同研究では、登録さ

れた冠攣縮性狭心症 1429 例のうち 35 例（2.5 
%）が院外心停止からの蘇生例であり，院外心停
止例では非院外心停止に比べて年齢がより若く、
左前下行枝攣縮の頻度がより高いという特徴を有
していた。院外心停止例と非院外心停止の 5 年
間のイベント回避率（死亡・非致死的心筋梗塞・
狭心症不安定化・心不全入院 , 重症不整脈）は、
院外心停止蘇生例では 72%、非院外心停止例
92% であり、院外心停止例はハイリスク症例で
ある。心室頻拍・細動を伴う冠攣縮性狭心症例で
は、Brugada 症候群や心臓突然死をきたす不整脈
原性疾患との合併を検索し、不整脈原性疾患を有
する例では ICD 植込みを考慮する。冠攣縮以外の
不整脈原性疾患が認められず、薬物により虚血発
作が予防されれば ICD 植え込みの適応とはならな
い。しかし、難治性冠攣縮症例で虚血発作が予防
できない場合には ICD 植込みも考慮される。

○正常犬と正常ブタ間でのジピリダモール負荷後
の心電図変化の差異：側副血行路が coronary 
steal の原因か？ 

安東賢太郎（東邦大学）
　ジピリダモールはアデノシンの再取り込み阻害
を介した内因性アデノシンの増強作用によって冠
動脈を拡張させる。ジピリダモールは健常な冠動
脈における血流を増加させるが、狭窄より遠位の
動脈では増加させないために狭窄した動脈からの
“steal （盗血）” 現象を生じさせると言われている。
Steal 現象により虚血が誘発されるために、心電
図では ST 低下が観察される。また、症状として
は胸痛が認められることがある。同様の作用はア
デノシンを投与することでも認められる。ジピリ
ダモールやアデノシンによるこうした薬理作用を
利用して、狭心症の誘発が可能である。
　正常ビーグル犬に臨床薬効用量の 0.056mg/kg
およびその 10 倍量のジピリダモールを静脈内投
与したところ、高用量において血圧低下作用とと
もに ST 低下が認められた。一方、近年、開発さ
れた超小型ミニブタであるマイクロミニピッグに
同様にジピリダモールを静脈内投与したところ、
0.056mg/kg から血圧低下が認められたが、ST
セグメントは高用量投与後でも変化を認めなかっ

た。これら動物の血圧低下作用はジピリダモール
による血管拡張作用によると推察できるが、ST 
セグメントの変化がビーグル犬とマイクロミニ
ピッグで異なることの理由はよくわかっていな
い。一般的にイヌは心臓における側副血行路が発
達しているが、ブタでは乏しいことが知られてい
るので、ジピリダモールによる steal 現象に側副
血行路の発達の相違が関与している可能性が考え
られている。

○ジピリダモールのカニクイザルおよびモルモッ
トの心電図に対する影響 
星合清隆・斉藤裕之（シミックバイオリサーチセ
ンター）
　ジピリダモールは、薬理学的心筋負荷試験に利
用され、心筋虚血がある場合には心電図の ST セ
グメントが低下する。イヌのハロセン麻酔モデル
にジピリダモールを投与すると、健常犬にもかか
わらず ST セグメントが低下し、この ST セグメ
ントの低下によって見かけ上 QT 間隔が延長する
という報告があった。このことから、カニクイザ
ルおよびモルモットにおいてジピリダモール投与
時の体表面心電図の変化を検討した。
・カニクイザルにチオペンタール約 25 mg/kg を
静脈内投与し､導入麻酔した。続いて気管挿管を
行い、人工呼吸器に接続して、人工呼吸を行った
（20 mℓ/kg、15 回 / 分）。麻酔維持には、1～
2% ハロセンを使用し、キャリアとして 100% 酸
素を使用した。ジピリダモールを前腕橈側皮静脈
から投与した。 
・モルモットを 4% イソフルランで導入麻酔した。
続いて気管切開後挿管し、人工呼吸器に接続して
人工呼吸を行った（10 mℓ/kg、60 回 / 分）。麻
酔維持には、1～ 2% ハロセンを使用し、キャリ
アとして 100% 酸素を使用した。ジピリダモール
を頸静脈に留置したカテーテルから投与した。
・心電図の測定は心電計を使用し、投与前、低用
量投与開始後 5・10・15・20・30 分、高用量投
与開始後 5・10・15・20・30・45・60 分に標
準肢誘導および胸部誘導を記録した。 
・ジピリダモールの投与：は、低用量として
0.056 mg/kg（臨床適応用量の 1/10）、高用量と

して 0.56 mg/kg（臨床適応用量）を 10 分間で
投与した。 
　ジピリダモールを投与したところ、サルでは高
用量において心拍数に軽度増加が認められたが、
心電図に明らかな変化は認められなかった。これ
に対し、モルモットでは高用量において心拍数に
明らかな変化は認められなかったが、ST セグメ
ントの低下が認められた。

　馬においては、いわゆる冠状動脈疾患の発生が
疑われるような症例は少ないようであるが、その
理由については、よくわかっていない。ジピリダ
モールに対する反応を馬で調べることにより、馬
の側副血行路の発達の状態を知ることができれ
ば、馬の心機能の詳細を解明することに役立つも
のと思われる。

（平賀　敦）

　9 月 6 日（土）に東京都四谷の持田製薬ルーク
ホールにおいて行なわれた第 41 回比較心電図研

究会に参加したので、その概要を報告する。
　比較心電図研究会は、ウマの心電図波形とヒト

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

の心電図波形とが大きく違うことに端を発して設
立され、動物側の研究者（獣医師）と医側の研究
者（医師）が一同に会し、比較動物学的な見地か
ら討論する研究会である。会員制を取らず年会費
は徴収しないので、年 1 回開催される研究会の
参加費と企業賛助金だけが収入であるという小さ
な研究会であるが、40 年の長きにわたって存続
している。
　今回のシンポジウムは「心筋虚血と心電図変化、
特にヒトと動物の比較：冠動脈変化と ST/T 変化
（側副血行路の存在も含めて）」と題し、医側の杉
薫先生（東邦大学）と動物側の藤井洋子先生（麻
布大学）が当番世話人としてシンポジウムを企画
した。 発表された 4 演題について、簡単に内容を
紹介する。

○急性冠症候群の心電図　
小菅雅美（横浜市立大学）

　急性冠症候群は、冠動脈プラーク（粥腫）の破
綻とそれに伴う血栓形成により冠動脈の高度狭
窄・閉塞をきたし急性心筋虚血を呈する病態であ
り、不安定狭心症・急性心筋梗塞・心臓突然死を
包括した疾患概念である。発症早期に迅速かつ的
確な診断・治療が求められる循環救急疾患であり、
初期治療方針の決定は心電図所見に基づいて行わ
れる。ST 上昇を認める場合には虚血責任冠動脈
は完全閉塞していると考えられ（ST 上昇型急性
心筋梗塞症）、一方、ST 上昇を認めない場合には
冠動脈は完全閉塞には至っていないことが多い
（非 ST上昇型急性冠症候群）。
　ST 上昇型急性心筋梗塞症では、閉塞している
梗塞責任冠動脈をより早く確実に再灌流すること
が梗塞サイズを縮小し予後を改善する。再灌流療
法は急性期治療として確立された治療であり、急
性心筋梗塞の診断をより早期に的確に行うことが
求められている。各種画像診断が飛躍的に進歩し
た現在においても、心電図は “いつでも、どこでも、
その場ですぐに行うことができる” 簡便な検査で
あり診断の基本であることに変わりはない。急性
心筋梗塞では冠動脈の閉塞後、心電図では T波の
尖鋭・増高、ST 上昇を認め、心筋傷害が進行す
るにつれ、R波は減高し、そして異常 Q波、陰性

T 波の出現を認める。虚血心筋を救済し梗塞サイ
ズの縮小を主たる目的とする再灌流療法の意義を
考えると、ST 上昇を認める時期の急性期の心電
図診断は特に重要といえる。

○冠攣縮性狭心症の臨床像と心電図変化
草間芳樹（日本医科大学） 

　冠攣縮とは、 主として心臓の表面を走行する太
い冠動脈が一過性に異常に収縮した状態で、狭心
症発作時の ST 上昇を特徴とする異型狭心症は冠
攣縮性狭心症の一病型である . 冠攣縮性狭心症で
は，冠攣縮により一過性に冠血流が低下し，心筋
虚血（supply ischemia/primary angina）をひき
起こす。先行する血圧や心拍数の上昇によ
る心筋酸素消費量の増大を必ずしも伴わず、
労 作 性 狭 心症における心筋虚血（demand 
ischemia/secondary angina）とは異なる病態であ
る。我が国の狭心症例の約 40% が冠攣縮性狭心
症であり、日本人では欧州人に比べ冠攣縮の誘発
頻度が高い。冠攣縮の原因である冠動脈収縮能の
亢進には、血管内皮機能不全と血管平滑筋過収縮
が関与しており、病因としては喫煙・飲酒・脂質
異常・糖代謝異常・ストレス（自律神経機能異常）
などの環境因子と遺伝的要因の関与が示唆されて
いる。
　冠攣縮性狭心症の心筋虚血発作には，夜間から
早朝にかけてピークを有する日内変動が見られ、
夜間から早朝にかけての安静時に出現し、通常は
日中の運動によって誘発されない。また、胸痛な
どの症状を伴わない無症候性心筋虚血が多い。こ
のような特徴を示す冠攣縮性狭心症の診断にはホ
ルター心電図が有用である。心筋虚血発作時の典
型的心電図変化としては、貫壁性心筋虚血に伴う
ST 上昇と対側誘導の ST 下降が認められ、陰性 U
波が出現することもある。また、発作中に高度房
室ブロック・心室頻拍・細動などの危険な不整脈
を認め、意識消失・心臓突然死の原因となる場合
がある。 
　日本医科大学多摩永山病院に搬送・救命された
院外心停止例 45 例のうち、冠攣縮が関与したと
考えられる例は 14 例（31%）であった。また、
冠攣縮研究会による多施設共同研究では、登録さ

れた冠攣縮性狭心症 1429 例のうち 35 例（2.5 
%）が院外心停止からの蘇生例であり，院外心停
止例では非院外心停止に比べて年齢がより若く、
左前下行枝攣縮の頻度がより高いという特徴を有
していた。院外心停止例と非院外心停止の 5 年
間のイベント回避率（死亡・非致死的心筋梗塞・
狭心症不安定化・心不全入院 , 重症不整脈）は、
院外心停止蘇生例では 72%、非院外心停止例
92% であり、院外心停止例はハイリスク症例で
ある。心室頻拍・細動を伴う冠攣縮性狭心症例で
は、Brugada 症候群や心臓突然死をきたす不整脈
原性疾患との合併を検索し、不整脈原性疾患を有
する例では ICD 植込みを考慮する。冠攣縮以外の
不整脈原性疾患が認められず、薬物により虚血発
作が予防されれば ICD 植え込みの適応とはならな
い。しかし、難治性冠攣縮症例で虚血発作が予防
できない場合には ICD 植込みも考慮される。

○正常犬と正常ブタ間でのジピリダモール負荷後
の心電図変化の差異：側副血行路が coronary 
steal の原因か？ 

安東賢太郎（東邦大学）
　ジピリダモールはアデノシンの再取り込み阻害
を介した内因性アデノシンの増強作用によって冠
動脈を拡張させる。ジピリダモールは健常な冠動
脈における血流を増加させるが、狭窄より遠位の
動脈では増加させないために狭窄した動脈からの
“steal （盗血）” 現象を生じさせると言われている。
Steal 現象により虚血が誘発されるために、心電
図では ST 低下が観察される。また、症状として
は胸痛が認められることがある。同様の作用はア
デノシンを投与することでも認められる。ジピリ
ダモールやアデノシンによるこうした薬理作用を
利用して、狭心症の誘発が可能である。
　正常ビーグル犬に臨床薬効用量の 0.056mg/kg
およびその 10 倍量のジピリダモールを静脈内投
与したところ、高用量において血圧低下作用とと
もに ST 低下が認められた。一方、近年、開発さ
れた超小型ミニブタであるマイクロミニピッグに
同様にジピリダモールを静脈内投与したところ、
0.056mg/kg から血圧低下が認められたが、ST
セグメントは高用量投与後でも変化を認めなかっ

た。これら動物の血圧低下作用はジピリダモール
による血管拡張作用によると推察できるが、ST 
セグメントの変化がビーグル犬とマイクロミニ
ピッグで異なることの理由はよくわかっていな
い。一般的にイヌは心臓における側副血行路が発
達しているが、ブタでは乏しいことが知られてい
るので、ジピリダモールによる steal 現象に側副
血行路の発達の相違が関与している可能性が考え
られている。

○ジピリダモールのカニクイザルおよびモルモッ
トの心電図に対する影響 
星合清隆・斉藤裕之（シミックバイオリサーチセ
ンター）
　ジピリダモールは、薬理学的心筋負荷試験に利
用され、心筋虚血がある場合には心電図の ST セ
グメントが低下する。イヌのハロセン麻酔モデル
にジピリダモールを投与すると、健常犬にもかか
わらず ST セグメントが低下し、この ST セグメ
ントの低下によって見かけ上 QT 間隔が延長する
という報告があった。このことから、カニクイザ
ルおよびモルモットにおいてジピリダモール投与
時の体表面心電図の変化を検討した。
・カニクイザルにチオペンタール約 25 mg/kg を
静脈内投与し､導入麻酔した。続いて気管挿管を
行い、人工呼吸器に接続して、人工呼吸を行った
（20 mℓ/kg、15 回 / 分）。麻酔維持には、1～
2% ハロセンを使用し、キャリアとして 100% 酸
素を使用した。ジピリダモールを前腕橈側皮静脈
から投与した。 
・モルモットを 4% イソフルランで導入麻酔した。
続いて気管切開後挿管し、人工呼吸器に接続して
人工呼吸を行った（10 mℓ/kg、60 回 / 分）。麻
酔維持には、1～ 2% ハロセンを使用し、キャリ
アとして 100% 酸素を使用した。ジピリダモール
を頸静脈に留置したカテーテルから投与した。
・心電図の測定は心電計を使用し、投与前、低用
量投与開始後 5・10・15・20・30 分、高用量投
与開始後 5・10・15・20・30・45・60 分に標
準肢誘導および胸部誘導を記録した。 
・ジピリダモールの投与：は、低用量として
0.056 mg/kg（臨床適応用量の 1/10）、高用量と

して 0.56 mg/kg（臨床適応用量）を 10 分間で
投与した。 
　ジピリダモールを投与したところ、サルでは高
用量において心拍数に軽度増加が認められたが、
心電図に明らかな変化は認められなかった。これ
に対し、モルモットでは高用量において心拍数に
明らかな変化は認められなかったが、ST セグメ
ントの低下が認められた。

　馬においては、いわゆる冠状動脈疾患の発生が
疑われるような症例は少ないようであるが、その
理由については、よくわかっていない。ジピリダ
モールに対する反応を馬で調べることにより、馬
の側副血行路の発達の状態を知ることができれ
ば、馬の心機能の詳細を解明することに役立つも
のと思われる。

（平賀　敦）

　9 月 6 日（土）に東京都四谷の持田製薬ルーク
ホールにおいて行なわれた第 41 回比較心電図研

究会に参加したので、その概要を報告する。
　比較心電図研究会は、ウマの心電図波形とヒト

第157回日本獣医学会学術集会

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）



（85）

　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　平成 26 年 9 月 4 日および 5 日の 2 日間にわ
たり、第 67回日本酸化ストレス学会学術集会が、
京都の中心地に近い同志社大学今出川キャンパス
内にある良心館において開催された。
　大会では、特別講演 1 題、招待講演 1 題、学
会賞受賞講演 1 題、学術賞受賞講演 2 題、学術
奨励賞候補講演 2 題、シンポジウム 3 題、一般
講演 31題、ポスターセッション 67題、ランチョ

ンセミナー 1 題と、基礎から臨床まで酸化スト
レスに関係する様々な演題や、再生医療やオート
ファジーなど最近話題の最先端研究の発表もあっ
た。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○オートファジーによる細胞内分解の生理的意義
と分子機構

水島　昇（東京大学）
　オートファジー（自食作用：細胞が持っている、
細胞内のタンパク質を分解するための仕組みの一
つ。）は、真核細胞に普遍的な細胞内分解システ
ムである。オートファジーでは、細胞質の一部が
オートファゴソームに取り囲まれた後にリソソー
ムへと輸送され、そこで生じた分解産物は再び細
胞質に戻されてリサイクルされる。この分野では、
酵母を用いた遺伝学的研究をブレークスルーとし
て、オートファジーの分子生物学的研究はこの
10年間に大きく進展した。演者らは、全身のオー
トファゴソームが蛍光標識されるモデルマウスを
作製し、生体内でのオートファジーの誘導状況を
網羅的に観察した。その結果、オートファジーの
活性は低いものの、絶食時の成体マウスや出生直
後の新生児の全身臓器、受精直後の初期胚などで
オートファジーが著しく活発化することが明らか
となった。さらに全身あるいは組織特異的オート
ファジー不能マウスを用いた解析から、オート
ファジーは飢餓時のアミノ酸プールの維持、細胞
内タンパク質やオルガネラの品質管理、初期胚発
生、精子形成、神経細部変性抑止、腫瘍抑制、内
因性抗原提示などにおいて重要な役割を担ってい
ることを明らかにした。
　また、2008 年には家族性パーキンソン病原因
遺伝子 Parkin および PINK1 がミトコンドリアの
オートファジーに関与すること、2013年にはオー
トファジー関連因子 WDR45/WIPI4 に変異を持
つヒト神経変性疾患も発見され、ヒト疾患とオー
トファジーとの関連が徐々に明らかにされつつあ
る。
　一方、酵母で発見されたオートファジー関連因
子のほとんどすべては高等動物でも保存されてお
り、それに基づいた分子機構の解析も進んでおり、
オートファゴソーム膜形成の分子機構、オート
ファジー選択的基質の認識機構、オートファゴ
ソームとリソソームの融合機構などが明らかにさ
れてきている。　
　馬の生理現象を理解する上でも、オートファ
ジーの機構は、今後重要であると考えられた。
　なお、本発表は本学術集会の特別講演として行
われた。

○ミトコンドリア由来活性酸素と細胞死と活性化 
Friend or Foe

馬嶋秀行（鹿児島大学）
　生活習慣病、神経疾患、アテローム性動脈硬化、
老化および慢性の経過をたどる疾患の原因の多く
が酸化ストレスと関係していることが、多くの研
究からわかってきている。演者らは、1998 年に
ミトコンドリアから発生する活性酸素がアポトー
シスと関連することを世界で初めて示し、続いて
放射線、虚血再還流、ブルーライト照射、ミトコ
ンドリア電子伝達系阻害およびミトコンドリア
DNA 障害などからも、同様にミトコンドリア由
来の活性酸素が脂質過酸化を引き起こしアポトー
シスと関連することを示してきた。その結果、ミ
トコンドリア由来の活性酸素が、細胞死や疾病と
密接に関わっていることが明らかとなった。一方、
ミトコンドリアから発生する活性酸素は、細胞内
Nrf2-Keep1 シグナル、NF-kB シグナル伝達の活
性化も引き起こすことが判明している。正常組織
では上皮細胞と間質細胞との相互作用により、特
に外部から刺激を与えないでも同様にミトコンド
リア発生活性酸素の増大および脂質過酸化が観察
され、細胞内シグナル伝達を活性化し、細胞内の
様々な応答を活性化する、すなわち細胞活性化を
起こすことが明らかとなった。このように、演者
らは長年の研究を通して、ミトコンドリア由来細
胞内発生活性酸素は細胞死にむかうシグナルと細
胞活性化にむかうシグナルの両面の役割を担って
いることを明らかにしてきた。
　活性酸素には、Friend or Foe（敵・味方）の両
面があり、酸化障害という負の側面を如何に減じ
るかが、競走馬の管理においても重要であると考
えた。
　なお、本発表は学会賞受賞講演として行われた。

（石田信繁）

○8- ニトロ -cGMP による cGMP 依存性プロテイ
ンキナーゼの持続的活性化とエンドトキシン
ショック病態への関与

藤井重元ら（東北大学）
　8-Nitroguanosine3’ 5-cyclic monophosphate 
(8- ニトロ -cGMP) は、一酸化窒素と活性酸素の

産生に伴って生成するニトロ化環状ヌクレオチド
であり、タンパク質中のシステイン残基と反応し
て cGMP 構造を付加（タンパク質 S- グアニル化）
するユニークな反応性を有する。今回、平滑筋弛
緩を司る cGMP 依存性プロテインキナーゼ (PKG)
の 8- ニトロ -cGMP による活性化機構とエンドト
キシンショック病態への関与について検討した。
組換えPKG1aを8-ニトロ-cGMPと反応させると、
システイン残基 42 とシステイン残基 195 に特異
的に S－グアニル化か観察された。In vitro キナー
ゼアッセイにより、システイン残基 195 の S－グ
アニル化は PKG の持続的活性化をもたらすこと
が明らかになった。血管リングを用いて収縮・弛
緩反応を解析した結果、8- ニトロ -cGMP はフェ
ニレフリンによる収縮反応を持続的、不可逆的に
減弱させることが分かった。また、エンドトキシ
ンショックのモデルである細菌リポ多糖 (LPS) 投
与マウスの心臓組織では、免疫組織染色および質
量分析法による解析により、8- ニトロ -cGMP 生
成の著明な増加とともに、顕著な PKG の S－グ
アニル化か観察された。以上より、8- ニトロ
-cGMP は PKG をＳ－グアニル化することにより
持続的な PKG 活性化と血管平滑筋弛繊をもたら
し、エンドトキシンショックにおける遷延性の血
圧低下に関わっていることが示唆された。
　PKG の活性を抑制する Rp-8-Br-cGMPs は血管
平滑筋の弛緩を抑制することなどから、馬におい
ても応用可能なエンドトキシンショックの治療薬
の開発が期待された。

○抗酸化ストレス能を有するインジェクタブルゲ
ルによる癒着防止剤の開発

中川寛之ら（筑波大学）
　癒着とは手術中での出血や炎症が原因となり、
組織同士が接着するものである。腸閉塞や不妊症
など重篤な疾病に関与するため、手術過程で癒着

防止剤が使用されているものの、臓器間を隔離す
る材料設計しかなされておらず、癒着の原因であ
る炎症や酸化ストレスへの治療効果を持たないの
が現状である。本研究では酸化ストレスを低減さ
せる活性酸素消去能を有するポリイオンコンプ
レックス型フラワーミセルを設計した。フラワー
ミセルは腹腔投与後に生体環境下に応答してゲル
化するため、スプレーでの投与が可能となり、従
来の材料と比較して飛躍的に扱いが容易になるだ
けでなく、ゲルの有する優れた物理的なバリアー
性と抗酸化ストレス能を発揮する、高機能な癒着
防止剤として期待される。マウスを使用した動物
実験においてはタルクを腹腔投与することで癒着
モデルマウスを作製した。タルク投与後に本研究
で開発したレドックスインジェクタブルゲルを腹
腔投与して癒着防止および活度酸素産生評価を
行ったところ、レドックスインジェクタブルゲル
投与群において臓器間の癒着を優位に防止すると
ともに、活性酸素産生が抑制された。また腹膜切
片の組織観察およびミエロペルオキシダーゼ活性
の評価を行ったところ、好中球の浸潤を低減し、
炎症を抑制することが確認された。これらの結果
は、本研究で開発したレドックスインジェク夕ブ
ルゲルが有する抗酸化作用が癒着防止に大きく貢
献し、癒着防止剤として優れた結果を発揮するこ
とを実証した。
　術後癒着について、今までの物理的な刺激を減
少させる癒着防止剤から、刺激による炎症に対し
て抗酸化ストレスの観点からアプローチされてお
り、癒着防止効果が大きいことはその理論からも
理解できた。馬の開腹手術では、どうしても空気
に触れる面積が大きく術後癒着を防ぐのは難しい
ことや、内臓痛に敏感であることなどを考えると、
馬においても、十分有用な癒着防止剤になる可能
性があると思われた。

（大村　一）

　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

平成26年度北海道地区学会日本産業動物獣医学会

　馬に関する報告が 25 演題と豊富な北海道地区
学会への参加は、まず馬に関する議題のない栃木
県獣医師会主催地区学会に参加するよりも有意義
なものでした。馬について発表した者は、NOSAI
日高、日高軽種馬農協獣、社台コーポレーション
およびノーザンファームに所属する各獣医師およ
び個人開業獣医師、帯広畜産大学および酪農学園
大学に所属する学生でした。自分が研究で携わっ
てきた病理に関する報告も酪農学園大学病理研究
室から 6 題ほど出題され参考になりました。以
下に興味のあった演題についてその内容を報告し
ます。

○リソソーム蓄積病の疑われたサラブレッド種馬
の１例

坂本円花（酪農学園大学）
　リソソーム蓄積病は、細胞内にある小器官の一
つであるライソゾーム （lysosome）に関連した酵
素が欠損しているために、分解されるべき物質が
老廃物として体内に蓄積してしまう代謝異常疾患
の総称である。欠損する酵素の種類によってリソ
ソーム内に異常蓄積する物質が変わり、それぞれ
病名が異なる。動物では先天性と後天性が知られ

ているが、多くは遺伝性疾患で、人では糖原病 II
型 - 糖原（グリコーゲン）が蓄積するタイプ、ス
フィンゴリピドーシス - スフィンゴリピドが蓄積
するタイプ、GM1 ガングリオシドーシス (GM1 
gangliosidoses) および GM2 ガングリオシドーシ
ス、異染性白質ジストロフィー (MLD)、ファブリー
病 (Fabry's disease) - α- ガラクトシダーゼ A 欠
損、ファーバー病 (Farber disease)、ゴーシェ病 
(Gaucher's disease) - β- グルコセレブロシダーゼ
欠 損、ニ ー マ ン・ピ ッ ク 病、ム コ 多 糖 症 
(Mucopolysaccharidosis) - ムコ多糖が蓄積するタ
イプ、分類不明のα- マンノーシドーシスおよび
β- マ ン ノ ー シ ド ー シ ス、シ ン ド ラ ー 病 
（Schindler 病） / 神崎病、ウォルマン病 (Wolman 
disease)、ダノン病 (Danon disease)、セロイドリ
ポフスチノーシスなどがある。一方、スワインソ
ニン含有シダ植物摂取による中毒という後天的リ
ソソーム蓄積病もある。
　演者らは、出生時から両前腱性拘縮と後躯麻痺
のある、時々意識障害もあるように周囲から見受
けられた 7ヵ月例のサラブレッド雄子馬の病理
解剖所見で、リソソーム蓄積病を診断していた。
肉眼的に中枢神経に異常はなかったが、組織学的

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

には脳脊髄の広い範囲で、神経細胞の細胞質に泡
沫状からやや好酸性の蓄積物が認められた。この
蓄積物は、PAS 陽性、LFB 陽性、ズダン黒陽性で
あった。レクチン組織化学では、コンカナバリン
A、Wheat germ agglutinin、Ticinus communis 
agglutinin 120 に陽性、soybean agglutinin に一
部陽性を示したとのこと。これより、蓄積物は糖
脂質と推定され、リソソーム蓄積病が診断された。
レクチン組織化学の染色結果は、マンノシドーシ
スの染色結果と類似していたと考察。本症例の家
系には他に同様の疾患を示したものがなく、発生
時における遺伝子変異による特発性疾患と考えて
いた。馬では珍しい疾患であり、他の神経疾患と
の類症鑑別が重要となる。

○サラブレッドの後肢跛行検査における超音波検
査の有用性についての検討

鈴木　吏ら（社台コーポレーション）
　「後肢の跛行は前肢跛行より診断が難しい」と
は、馬獣医学の常識である。この問題は、診断技
術の限界にも要因があるが、後肢構成筋の起始と
停止が二関節を跨ぐものが多い、構成骨に膝蓋骨
という前肢にはない独特なものを含む、そもそも
関節構造が複雑である、以上の特徴から後肢の関
節の稼働が複雑に制御されていることも関係して
いる。この難点を少しでも打開しようと、しっか
りとした解剖学を把握した上で、近年進んだ後肢
の超音波検査技術を用いてより精度の高い後躯跛
行診断をするには何を見ればよいかという目的
で、過去、原因不明の後肢跛行で来院したサラブ
レッド種65頭（当歳25頭、1歳18頭、2歳15頭、
3歳以上7頭；右後肢跛行31頭、左後肢跛行34頭）
の跛行程度（AAEP 跛行分類）、レントゲン所見、
超音波検査所見をレトロスペクティブにまとめた
ものが報告された。詳細は割愛するが、後肢跛行
の原因は骨、軟骨、関節、腱鞘、靱帯、筋肉など
多岐に亘っているが、これらは X 線検索で異常
が認められなくてもは超音波検索で診断できるこ
とが多いということであった。また関節穿刺の際
に超音波を用いて針先をリアルタイムで誘導でき
ることはレントゲンにないメリットであり、後膝
の半月板損傷など探索するのに有利であったと回

顧していた。半月板損傷はかなり高頻度に育成馬
でも起こっており、その場合、内外の半月板に偏
りなく損傷が起きていることも報告された。半月
板は生産・育成牧場ではチェックすべき故障箇所
である。社台コーポレーションでは、レポジトリー
の徹底に加えて、超音波検査を頻回に用いるよう
にしており、今後系統立てた検査手技を確立する
ことで、異常所見の見逃しに対処するとともにレ
ポジトリーの質も上げていくとのことであった。
田上獣医師率いる社台コーポ－レーションでは、
有能な若手獣医師の育成が順調であり、今後の馬
臨床での活躍が期待される。

○馬の慢性蹄葉炎に対する深指屈腱切断術
樋口　徹ら（NOSAI 日高　家畜診療センター）

　競走馬の現場では実感できないが、繁殖牝馬の
慢性蹄葉炎が増えている。古くは、一般農家は繁
殖牝馬の蹄が変形してもあまり気にとめなかった
こともあり、そもそも昔からどの程度繁殖牝馬に
蹄葉炎があったかについては明瞭な統計調査がな
い。よって、増加している証拠はなく、あくまで
増加を体感しているといったところである。しか
しながら、繁殖牝馬の蹄葉炎のリスクは昔と異な
る飼料給与法が一因となって増えているのは事実
のようだ。リスク要因は決定されていないものの、
Body condition score を意識した濃厚飼料の多給
は大きな要因と疑われている。また、繁殖牝馬が
放牧時に食しているイネ科牧草にも寒い季節では
フラクタンといった水溶性炭水化物が大量に含ま
れることから、春の一番牧草時、秋の最後牧草時
に放牧している繁殖牝馬に濃厚飼料の添加を増や
せば、炭水化物多給型の蹄葉炎のリスクは簡単に
上昇すると予想される。演者らは、近年、繁殖農
家が直面している慢性蹄葉炎の問題に真っ向から
対応している獣医師の一人である。
　さて、蹄骨の掌側変位とくにローテーション型
慢性蹄葉炎を起こす繁殖牝馬は多く、ひとたび発
症すれば管理が極めて難しい。難しくする要因は、
年一産を目指すことから、空胎期間が短く体重が
常に重いため足をあげて観察、治療する機会が少
ないことがある。演者は、立位での深屈腱切断術
を実施することで、蹄骨のローテーションの進行

を止め、あとは装蹄療法にて歩様改善効果を期待
する方法をとっていた。深指屈腱切断術では、蹄
関節が後方破折しやすく、浮尖（ふせん）の状態
となると歩様が安定しないことから、管理が難し
い。しかし、繁殖牝馬では子馬をできるだけ得よ
うと画策した結果、発症数年を経過してから外科
手術に踏み切る傾向があり、すでに指関節の軟部
組織は、蹄関節の前方破折（蹄骨ローテーション）、
蹄踵の高い異常な蹄形に適応するように固まって
しまっており、深屈腱を切断しても浮尖が起こら
なかった。演者の手がけた症例は全部で 20 頭。
うち、10頭は両側切断、10頭は片側切断だった。
結果的には 15 頭で分娩、繋養の持続が可能とな
り目的が果たされた。しかし、7 頭は一年以内に

廃用となるか死亡した。これは、術期すでに高齢
となっていることが術後の予後を悪くしているの
ではないかというコメントであった。考察として、
繁殖という目的はあるものの、繁殖牝馬が蹄葉炎
を発症した場合、現状より早期の蹄骨の健常性が
維持されている時期に深屈腱切断術に踏み切る必
要があると結論づけていた。最後に、馬の状況に
よって異なる慢性蹄葉炎の肢蹄管理として画一的
な護蹄管理ではだめとのこと。各馬にあった護蹄
管理技術が要求され、生産地の装蹄師の技術向上
も一緒にやっていかなくてはいけないとのことで
あった。　

（桑野睦敏）

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　馬に関する報告が 25 演題と豊富な北海道地区
学会への参加は、まず馬に関する議題のない栃木
県獣医師会主催地区学会に参加するよりも有意義
なものでした。馬について発表した者は、NOSAI
日高、日高軽種馬農協獣、社台コーポレーション
およびノーザンファームに所属する各獣医師およ
び個人開業獣医師、帯広畜産大学および酪農学園
大学に所属する学生でした。自分が研究で携わっ
てきた病理に関する報告も酪農学園大学病理研究
室から 6 題ほど出題され参考になりました。以
下に興味のあった演題についてその内容を報告し
ます。

○リソソーム蓄積病の疑われたサラブレッド種馬
の１例

坂本円花（酪農学園大学）
　リソソーム蓄積病は、細胞内にある小器官の一
つであるライソゾーム （lysosome）に関連した酵
素が欠損しているために、分解されるべき物質が
老廃物として体内に蓄積してしまう代謝異常疾患
の総称である。欠損する酵素の種類によってリソ
ソーム内に異常蓄積する物質が変わり、それぞれ
病名が異なる。動物では先天性と後天性が知られ

ているが、多くは遺伝性疾患で、人では糖原病 II
型 - 糖原（グリコーゲン）が蓄積するタイプ、ス
フィンゴリピドーシス - スフィンゴリピドが蓄積
するタイプ、GM1 ガングリオシドーシス (GM1 
gangliosidoses) および GM2 ガングリオシドーシ
ス、異染性白質ジストロフィー (MLD)、ファブリー
病 (Fabry's disease) - α- ガラクトシダーゼ A 欠
損、ファーバー病 (Farber disease)、ゴーシェ病 
(Gaucher's disease) - β- グルコセレブロシダーゼ
欠 損、ニ ー マ ン・ピ ッ ク 病、ム コ 多 糖 症 
(Mucopolysaccharidosis) - ムコ多糖が蓄積するタ
イプ、分類不明のα- マンノーシドーシスおよび
β- マ ン ノ ー シ ド ー シ ス、シ ン ド ラ ー 病 
（Schindler 病） / 神崎病、ウォルマン病 (Wolman 
disease)、ダノン病 (Danon disease)、セロイドリ
ポフスチノーシスなどがある。一方、スワインソ
ニン含有シダ植物摂取による中毒という後天的リ
ソソーム蓄積病もある。
　演者らは、出生時から両前腱性拘縮と後躯麻痺
のある、時々意識障害もあるように周囲から見受
けられた 7ヵ月例のサラブレッド雄子馬の病理
解剖所見で、リソソーム蓄積病を診断していた。
肉眼的に中枢神経に異常はなかったが、組織学的

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

には脳脊髄の広い範囲で、神経細胞の細胞質に泡
沫状からやや好酸性の蓄積物が認められた。この
蓄積物は、PAS 陽性、LFB 陽性、ズダン黒陽性で
あった。レクチン組織化学では、コンカナバリン
A、Wheat germ agglutinin、Ticinus communis 
agglutinin 120 に陽性、soybean agglutinin に一
部陽性を示したとのこと。これより、蓄積物は糖
脂質と推定され、リソソーム蓄積病が診断された。
レクチン組織化学の染色結果は、マンノシドーシ
スの染色結果と類似していたと考察。本症例の家
系には他に同様の疾患を示したものがなく、発生
時における遺伝子変異による特発性疾患と考えて
いた。馬では珍しい疾患であり、他の神経疾患と
の類症鑑別が重要となる。

○サラブレッドの後肢跛行検査における超音波検
査の有用性についての検討

鈴木　吏ら（社台コーポレーション）
　「後肢の跛行は前肢跛行より診断が難しい」と
は、馬獣医学の常識である。この問題は、診断技
術の限界にも要因があるが、後肢構成筋の起始と
停止が二関節を跨ぐものが多い、構成骨に膝蓋骨
という前肢にはない独特なものを含む、そもそも
関節構造が複雑である、以上の特徴から後肢の関
節の稼働が複雑に制御されていることも関係して
いる。この難点を少しでも打開しようと、しっか
りとした解剖学を把握した上で、近年進んだ後肢
の超音波検査技術を用いてより精度の高い後躯跛
行診断をするには何を見ればよいかという目的
で、過去、原因不明の後肢跛行で来院したサラブ
レッド種65頭（当歳25頭、1歳18頭、2歳15頭、
3歳以上7頭；右後肢跛行31頭、左後肢跛行34頭）
の跛行程度（AAEP 跛行分類）、レントゲン所見、
超音波検査所見をレトロスペクティブにまとめた
ものが報告された。詳細は割愛するが、後肢跛行
の原因は骨、軟骨、関節、腱鞘、靱帯、筋肉など
多岐に亘っているが、これらは X 線検索で異常
が認められなくてもは超音波検索で診断できるこ
とが多いということであった。また関節穿刺の際
に超音波を用いて針先をリアルタイムで誘導でき
ることはレントゲンにないメリットであり、後膝
の半月板損傷など探索するのに有利であったと回

顧していた。半月板損傷はかなり高頻度に育成馬
でも起こっており、その場合、内外の半月板に偏
りなく損傷が起きていることも報告された。半月
板は生産・育成牧場ではチェックすべき故障箇所
である。社台コーポレーションでは、レポジトリー
の徹底に加えて、超音波検査を頻回に用いるよう
にしており、今後系統立てた検査手技を確立する
ことで、異常所見の見逃しに対処するとともにレ
ポジトリーの質も上げていくとのことであった。
田上獣医師率いる社台コーポ－レーションでは、
有能な若手獣医師の育成が順調であり、今後の馬
臨床での活躍が期待される。

○馬の慢性蹄葉炎に対する深指屈腱切断術
樋口　徹ら（NOSAI 日高　家畜診療センター）

　競走馬の現場では実感できないが、繁殖牝馬の
慢性蹄葉炎が増えている。古くは、一般農家は繁
殖牝馬の蹄が変形してもあまり気にとめなかった
こともあり、そもそも昔からどの程度繁殖牝馬に
蹄葉炎があったかについては明瞭な統計調査がな
い。よって、増加している証拠はなく、あくまで
増加を体感しているといったところである。しか
しながら、繁殖牝馬の蹄葉炎のリスクは昔と異な
る飼料給与法が一因となって増えているのは事実
のようだ。リスク要因は決定されていないものの、
Body condition score を意識した濃厚飼料の多給
は大きな要因と疑われている。また、繁殖牝馬が
放牧時に食しているイネ科牧草にも寒い季節では
フラクタンといった水溶性炭水化物が大量に含ま
れることから、春の一番牧草時、秋の最後牧草時
に放牧している繁殖牝馬に濃厚飼料の添加を増や
せば、炭水化物多給型の蹄葉炎のリスクは簡単に
上昇すると予想される。演者らは、近年、繁殖農
家が直面している慢性蹄葉炎の問題に真っ向から
対応している獣医師の一人である。
　さて、蹄骨の掌側変位とくにローテーション型
慢性蹄葉炎を起こす繁殖牝馬は多く、ひとたび発
症すれば管理が極めて難しい。難しくする要因は、
年一産を目指すことから、空胎期間が短く体重が
常に重いため足をあげて観察、治療する機会が少
ないことがある。演者は、立位での深屈腱切断術
を実施することで、蹄骨のローテーションの進行

を止め、あとは装蹄療法にて歩様改善効果を期待
する方法をとっていた。深指屈腱切断術では、蹄
関節が後方破折しやすく、浮尖（ふせん）の状態
となると歩様が安定しないことから、管理が難し
い。しかし、繁殖牝馬では子馬をできるだけ得よ
うと画策した結果、発症数年を経過してから外科
手術に踏み切る傾向があり、すでに指関節の軟部
組織は、蹄関節の前方破折（蹄骨ローテーション）、
蹄踵の高い異常な蹄形に適応するように固まって
しまっており、深屈腱を切断しても浮尖が起こら
なかった。演者の手がけた症例は全部で 20 頭。
うち、10頭は両側切断、10頭は片側切断だった。
結果的には 15 頭で分娩、繋養の持続が可能とな
り目的が果たされた。しかし、7 頭は一年以内に

廃用となるか死亡した。これは、術期すでに高齢
となっていることが術後の予後を悪くしているの
ではないかというコメントであった。考察として、
繁殖という目的はあるものの、繁殖牝馬が蹄葉炎
を発症した場合、現状より早期の蹄骨の健常性が
維持されている時期に深屈腱切断術に踏み切る必
要があると結論づけていた。最後に、馬の状況に
よって異なる慢性蹄葉炎の肢蹄管理として画一的
な護蹄管理ではだめとのこと。各馬にあった護蹄
管理技術が要求され、生産地の装蹄師の技術向上
も一緒にやっていかなくてはいけないとのことで
あった。　

（桑野睦敏）

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　馬に関する報告が 25 演題と豊富な北海道地区
学会への参加は、まず馬に関する議題のない栃木
県獣医師会主催地区学会に参加するよりも有意義
なものでした。馬について発表した者は、NOSAI
日高、日高軽種馬農協獣、社台コーポレーション
およびノーザンファームに所属する各獣医師およ
び個人開業獣医師、帯広畜産大学および酪農学園
大学に所属する学生でした。自分が研究で携わっ
てきた病理に関する報告も酪農学園大学病理研究
室から 6 題ほど出題され参考になりました。以
下に興味のあった演題についてその内容を報告し
ます。

○リソソーム蓄積病の疑われたサラブレッド種馬
の１例

坂本円花（酪農学園大学）
　リソソーム蓄積病は、細胞内にある小器官の一
つであるライソゾーム （lysosome）に関連した酵
素が欠損しているために、分解されるべき物質が
老廃物として体内に蓄積してしまう代謝異常疾患
の総称である。欠損する酵素の種類によってリソ
ソーム内に異常蓄積する物質が変わり、それぞれ
病名が異なる。動物では先天性と後天性が知られ

ているが、多くは遺伝性疾患で、人では糖原病 II
型 - 糖原（グリコーゲン）が蓄積するタイプ、ス
フィンゴリピドーシス - スフィンゴリピドが蓄積
するタイプ、GM1 ガングリオシドーシス (GM1 
gangliosidoses) および GM2 ガングリオシドーシ
ス、異染性白質ジストロフィー (MLD)、ファブリー
病 (Fabry's disease) - α- ガラクトシダーゼ A 欠
損、ファーバー病 (Farber disease)、ゴーシェ病 
(Gaucher's disease) - β- グルコセレブロシダーゼ
欠 損、ニ ー マ ン・ピ ッ ク 病、ム コ 多 糖 症 
(Mucopolysaccharidosis) - ムコ多糖が蓄積するタ
イプ、分類不明のα- マンノーシドーシスおよび
β- マ ン ノ ー シ ド ー シ ス、シ ン ド ラ ー 病 
（Schindler 病） / 神崎病、ウォルマン病 (Wolman 
disease)、ダノン病 (Danon disease)、セロイドリ
ポフスチノーシスなどがある。一方、スワインソ
ニン含有シダ植物摂取による中毒という後天的リ
ソソーム蓄積病もある。
　演者らは、出生時から両前腱性拘縮と後躯麻痺
のある、時々意識障害もあるように周囲から見受
けられた 7ヵ月例のサラブレッド雄子馬の病理
解剖所見で、リソソーム蓄積病を診断していた。
肉眼的に中枢神経に異常はなかったが、組織学的

第69回日本体力医学会

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

には脳脊髄の広い範囲で、神経細胞の細胞質に泡
沫状からやや好酸性の蓄積物が認められた。この
蓄積物は、PAS 陽性、LFB 陽性、ズダン黒陽性で
あった。レクチン組織化学では、コンカナバリン
A、Wheat germ agglutinin、Ticinus communis 
agglutinin 120 に陽性、soybean agglutinin に一
部陽性を示したとのこと。これより、蓄積物は糖
脂質と推定され、リソソーム蓄積病が診断された。
レクチン組織化学の染色結果は、マンノシドーシ
スの染色結果と類似していたと考察。本症例の家
系には他に同様の疾患を示したものがなく、発生
時における遺伝子変異による特発性疾患と考えて
いた。馬では珍しい疾患であり、他の神経疾患と
の類症鑑別が重要となる。

○サラブレッドの後肢跛行検査における超音波検
査の有用性についての検討

鈴木　吏ら（社台コーポレーション）
　「後肢の跛行は前肢跛行より診断が難しい」と
は、馬獣医学の常識である。この問題は、診断技
術の限界にも要因があるが、後肢構成筋の起始と
停止が二関節を跨ぐものが多い、構成骨に膝蓋骨
という前肢にはない独特なものを含む、そもそも
関節構造が複雑である、以上の特徴から後肢の関
節の稼働が複雑に制御されていることも関係して
いる。この難点を少しでも打開しようと、しっか
りとした解剖学を把握した上で、近年進んだ後肢
の超音波検査技術を用いてより精度の高い後躯跛
行診断をするには何を見ればよいかという目的
で、過去、原因不明の後肢跛行で来院したサラブ
レッド種65頭（当歳25頭、1歳18頭、2歳15頭、
3歳以上7頭；右後肢跛行31頭、左後肢跛行34頭）
の跛行程度（AAEP 跛行分類）、レントゲン所見、
超音波検査所見をレトロスペクティブにまとめた
ものが報告された。詳細は割愛するが、後肢跛行
の原因は骨、軟骨、関節、腱鞘、靱帯、筋肉など
多岐に亘っているが、これらは X 線検索で異常
が認められなくてもは超音波検索で診断できるこ
とが多いということであった。また関節穿刺の際
に超音波を用いて針先をリアルタイムで誘導でき
ることはレントゲンにないメリットであり、後膝
の半月板損傷など探索するのに有利であったと回

顧していた。半月板損傷はかなり高頻度に育成馬
でも起こっており、その場合、内外の半月板に偏
りなく損傷が起きていることも報告された。半月
板は生産・育成牧場ではチェックすべき故障箇所
である。社台コーポレーションでは、レポジトリー
の徹底に加えて、超音波検査を頻回に用いるよう
にしており、今後系統立てた検査手技を確立する
ことで、異常所見の見逃しに対処するとともにレ
ポジトリーの質も上げていくとのことであった。
田上獣医師率いる社台コーポ－レーションでは、
有能な若手獣医師の育成が順調であり、今後の馬
臨床での活躍が期待される。

○馬の慢性蹄葉炎に対する深指屈腱切断術
樋口　徹ら（NOSAI 日高　家畜診療センター）

　競走馬の現場では実感できないが、繁殖牝馬の
慢性蹄葉炎が増えている。古くは、一般農家は繁
殖牝馬の蹄が変形してもあまり気にとめなかった
こともあり、そもそも昔からどの程度繁殖牝馬に
蹄葉炎があったかについては明瞭な統計調査がな
い。よって、増加している証拠はなく、あくまで
増加を体感しているといったところである。しか
しながら、繁殖牝馬の蹄葉炎のリスクは昔と異な
る飼料給与法が一因となって増えているのは事実
のようだ。リスク要因は決定されていないものの、
Body condition score を意識した濃厚飼料の多給
は大きな要因と疑われている。また、繁殖牝馬が
放牧時に食しているイネ科牧草にも寒い季節では
フラクタンといった水溶性炭水化物が大量に含ま
れることから、春の一番牧草時、秋の最後牧草時
に放牧している繁殖牝馬に濃厚飼料の添加を増や
せば、炭水化物多給型の蹄葉炎のリスクは簡単に
上昇すると予想される。演者らは、近年、繁殖農
家が直面している慢性蹄葉炎の問題に真っ向から
対応している獣医師の一人である。
　さて、蹄骨の掌側変位とくにローテーション型
慢性蹄葉炎を起こす繁殖牝馬は多く、ひとたび発
症すれば管理が極めて難しい。難しくする要因は、
年一産を目指すことから、空胎期間が短く体重が
常に重いため足をあげて観察、治療する機会が少
ないことがある。演者は、立位での深屈腱切断術
を実施することで、蹄骨のローテーションの進行

を止め、あとは装蹄療法にて歩様改善効果を期待
する方法をとっていた。深指屈腱切断術では、蹄
関節が後方破折しやすく、浮尖（ふせん）の状態
となると歩様が安定しないことから、管理が難し
い。しかし、繁殖牝馬では子馬をできるだけ得よ
うと画策した結果、発症数年を経過してから外科
手術に踏み切る傾向があり、すでに指関節の軟部
組織は、蹄関節の前方破折（蹄骨ローテーション）、
蹄踵の高い異常な蹄形に適応するように固まって
しまっており、深屈腱を切断しても浮尖が起こら
なかった。演者の手がけた症例は全部で 20 頭。
うち、10頭は両側切断、10頭は片側切断だった。
結果的には 15 頭で分娩、繋養の持続が可能とな
り目的が果たされた。しかし、7 頭は一年以内に

廃用となるか死亡した。これは、術期すでに高齢
となっていることが術後の予後を悪くしているの
ではないかというコメントであった。考察として、
繁殖という目的はあるものの、繁殖牝馬が蹄葉炎
を発症した場合、現状より早期の蹄骨の健常性が
維持されている時期に深屈腱切断術に踏み切る必
要があると結論づけていた。最後に、馬の状況に
よって異なる慢性蹄葉炎の肢蹄管理として画一的
な護蹄管理ではだめとのこと。各馬にあった護蹄
管理技術が要求され、生産地の装蹄師の技術向上
も一緒にやっていかなくてはいけないとのことで
あった。　

（桑野睦敏）

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 157 回日本獣医学会学術集会は、「改革と創
造のフロンティア」をテーマに北海道大学の司宰
で平成 26年 9月 9日から 12日まで開催された。
本年は馬に関する企画が二つ用意されており、病
理分科会ワークショップにおいて『家畜感染症の
病理－人体病理との交流　第 4 回馬疾病を手が
かりとして』が開催され、また繁殖分科会におい
て『馬の繁殖学における最近の動向』が開催され
た。病理分科会では本会職員の発表も行われ、新
しい試みとして大変興味深いものであった。以下
にその概要を報告する。

○ウマの難治性蹄疾患における Treponema 属細
菌の関与について

桑野睦敏ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマ慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌は、地面に
接する蹄の下面に発生することから人目につきに
くく、慢性に経過してはじめて診断される難治性
蹄病である。強い異臭に加えて、蹄叉から蹄底に
かけて増生するチーズ様、カリフラワー様、乳頭
状の軟らかい角質を肉眼的に観察することで診断
し、加えて光学顕微鏡にて角質細胞の膨潤、空胞
化、錯角化、表皮炎および真皮炎といった非特異
的な蹄皮組織病変を補助的診断根拠とする。蹄癌
には Treponema 属細菌やウシ乳頭腫ウイルス
(BPV1＆2) の関与が疑われていることから、これ
ら微生物の遺伝子を検索することとした。また、
蹄癌の前駆的病変の可能性がある難治性の蹄下面
角質病変のうち、蹄皮増生を認めた症例を対象に、
同様の微生物の遺伝子を検索した。検索対象は、

過去、病理検索にて蹄癌と診断された 10 症例、
および蹄下面に形成された非蹄癌病変のうち蹄皮
増生域をもつ 10 症例とした。次いで各パラフィ
ン切片から、DNA Isolator（WAKO）を用いて
DNA を抽出し、Treponema 属細菌 16SrDNA およ
び BPV1 および BPV2（ウマに感染可能）の共通
遺伝子である L1 major capsid 遺伝子 に対して
PCR 法を用いた病原微生物学的解析を実施した。
病理組織はヘマトキシリン・エオジン染色、ワル
チン・スターリー染色（WS）で観察した。観察
の結果、蹄癌全症例の肉眼所見は典型病変であり、
一方、非蹄癌では蹄葉炎由来の損傷域に蹄皮の再
生性変化が起こったもの、蹄底および蹄叉の潰瘍
病変を基礎とした蹄皮再生、蹄下面局所の異常な
角質増生であった。組織学的には、蹄癌、非蹄癌
ともに、不揃いな大小の角細管配列、有棘細胞増
生、角化細胞の腫大化、空胞化、錯角化および蹄
真皮炎が認められたが、蹄癌ではとくに有棘細胞
増生と角質の変性が強かった。全検体を通じて
BPV 遺伝子が検出できた蹄病変は一例もなかっ
た。Treponema 属遺伝子は蹄癌全症例と非蹄癌 5
症例で認められ、これらでは WS にてスピロヘー
タ様細菌が角質内に観察された。以上の所見から、
慢性増殖性蹄皮炎いわゆる蹄癌の病態形成に
BPV は関与しないが、Treponema 属細菌が深く
関わっていると考えられた。仮説であるが、蹄癌
の発生機序を、1）Treponema 属細菌汚染のある
土壌あるいは馬房で飼育されている馬になんらか
の蹄下面病変が発生、2）その病変部にトレポネー
マ感染が成立、3）難治経過の途中で蹄皮再生と

ともに異常な角質の増生が起こる、4）感染のコ
ントロールがないまま放置されると蹄癌へ進行、
5）前駆的な病変の状態によっては、Treponema
属細菌の感染域が広がって、蹄下面のみならず他
の蹄組織にも拡大する事があると考えられた。今
後、症例を増やし、蹄病と Treponema 属細菌の
関連性を確認していく必要がある。

○イヌの皮膚および口腔内扁平上皮癌の組織学的
悪性度と上皮間葉移行の関連性     

長峰栄路ら（酪農学園大学）
　馬でも稀に認める扁平上皮癌に関する病理検索
報告であった。扁平上皮癌は、各種動物において
眼部、口腔、咽喉頭部、食道、皮膚とその付属組
織に発生する。イヌでは皮膚にできたものと口腔
にできたものでは、浸潤性や転移率に違いがある
ことが経験的に知られており、口腔にできたもの
の方が皮膚のそれより悪性度が高い。この理由は
分かっていないが、演者らは近年、扁平上皮癌で
報告されている上皮̶間葉系転換（EMT）の関与
の違いがあるのではないかと疑って病理検索して
いた。EMT とは、上皮細胞がその細胞極性や周
囲細胞との接着機能を失い、遊走し、さらに浸潤
能を得ることで間葉系細胞の性質を獲得するプロ
セスと定義づけられ、創傷治癒での組織の線維化、
癌の浸潤、転移などにおいて出現していると考え
られている。要するに外胚葉系の細胞が、中胚葉
系の細胞に変わる、あるいは外胚葉と中胚葉の特
徴を同時に発揮するように転換するという概念で
あり、以前の病理学的常識では考えられなかった
プロセスを定義したものである。ところが、近年
の幹細胞研究は、こういった発生系の違いを飛び
越えた細胞分化の存在を in vitro にて証明してい
る。以前は乳癌など正常な細胞分化能が維持でき
なくなった腫瘍では起こるとされていた EMT が、
通常の損傷治癒過程でも起きるという意見が当た
り前になってきている。
　さて、演者らは、イヌの皮膚扁平上皮癌 58例、
口腔扁平上皮癌 55 例の病変を用いて、一般病理
染色および免疫組織化学染色（IHC）を実施し、
予後診断価値の高い腫瘍深部浸潤部のみを対象と
する組織学的悪性度評価法により病変をグレード

化し、EMT マーカーの発現状況を検索していた。
EMT マーカー（一次抗体）には、E-cadherin, β
-catenin, vimentin, Desmoglein1&2 の各抗体を用
いていた。結果、今回の総合評価でも口腔の扁平
上皮癌が皮膚より有意に悪性度が高かった。また、
細 胞 接 着 分 子 で あ る E-cadherin, β-catenin, 
Desmoglein1&2 の発現は口腔の方が皮膚より低
かった。さらに角化程度、増殖様式、核の多形性
のグレード、悪性度スコアのそれぞれは、細胞接
着分子の発現低下度と有意な相関を認めた。また、
細胞接着分子が低いものほど vimentin の発現が
高かった。これらの結果より、イヌの扁平上皮癌
は口腔のものが皮膚より悪性傾向が強いことが学
術的に確認できた。その要因として、細胞接着分
子の発現性の低下（上皮としての性質の喪失）と
vimentin 発現の増加（間葉系細胞としての性質
の獲得）、すなわち EMT の関連性が示唆された。
今回、悪性化に伴い Desmoglein1&2 の発現低下
が新しく確認できたが、これも EMT の重要な機
序のひとつではないかと予想していた。さて、馬
では皮膚付属器である蹄内にまれに扁平上皮癌が
発生する。その組織浸潤性は高く、骨組織をも浸
食する傾向にある。蹄の扁平上皮癌の EMT の関
与に興味が湧いた報告であった。

（桑野睦敏）

○脂肪分化能／筋分化能を有する 2G11 様細胞の
筋損傷モデルにおける動態             

竹内志帆ら（東京大学）
　演者らは筋ジストロフィー症における筋の再生
と壊死の病態および筋原細胞と脂肪前駆細胞の相
互関係に注目して研究を行っている。筋線維や脂
肪細胞の前駆細胞としてそれぞれ筋サテライトセ
ルや脂肪前駆細胞が存在することはよく知られて
いるが、本研究はそれらとは異なる筋や脂肪細胞
の前駆物質となる可能性がある細胞塊の存在を明
らかにしたという注目すべき内容であった。
　ラットヒラメ筋よりクローン化した、高度な脂
肪分化能と筋分化能を併せ持つ細胞株 2G11 を樹
立し、これらを特異的に認識する抗体 5C12 を作
製した。過去の in vitro での研究では、この抗体
が筋サテライトセルとは異なる、脂肪分化能を有

する細胞集団を認識することをつきとめており、
本研究では in vivo において脂肪分化能および筋
分化能を併せ持つような新規細胞群を同定できる
と考え、骨格筋における 5C12 抗体陽性細胞の存
在およびその抗原の分布について検討していた。
　ラット骨格筋において免疫組織学的解析を行っ
た結果、5C12 抗体陽性を示す単核の細胞が間質
内に存在することが明らかとなった。筋組織の広
範な壊死と旺盛な再生像が認められる筋ジストロ
フィーモデルラットを用いて 5C12 抗原の分布を
調べたところ、正常ラットに比べて間質の 5C12
陽性単核細胞数が増加していただけでなく、脂肪
細胞ならびに再生筋線維周囲（中心核を持つ筋線
維の周囲が陽性）に 5C12 抗原の集積がみられた。
塩酸ブピバカイン筋注による筋損傷モデルにおい
ても間質内 5C12 陽性単核細胞の一過性の増加
（筋注 3 日後に最大）と再生筋線維周囲への
5C12 抗原の集積（筋注 5 日後に最大）が認めら
れた。再生筋線維周囲への 5C12 抗原の集積は筋
線維が成熟するにつれ減弱し、筋再生の完了に伴
い消失した。こういった 5C12 抗原の分布の推移
は、脂肪分化能と筋分化能を併せ持つ 2G11 様細
胞が実際に in vitro でも存在し、筋ジストロフィー
などの病態ではそれらが筋細胞や脂肪細胞への分
化を担っている可能性を示すものであると結論づ
けた。今後はこれら 2G11 様細胞の正体の解明が
待たれる。

○イソフルラン吸入麻酔およびプロポフォールに
よる全静脈麻酔がイヌの耐糖能におよぼす影響                                                                          

岩崎宗弘ら（北里大学）
　ヒトの麻酔においてイソフルランやプロポ
フォールが糖代謝を低下させることが知られてい
る。これは主にインスリン分泌能の低下によるも
のであるが、イヌにおける知見は得られていない。
演者らはイソフルランやプロポフォールによる全
身麻酔が健常犬の糖代謝に及ぼす影響を静脈内糖
負荷試験により評価した。6 頭のイヌを用い、麻
酔を行わない対照群（Cont 群）、イソフルラン
2％で麻酔を行った ISO 群、プロポフォール
0.2mg/kg/min で麻酔を行った PROL 群、プロポ
フォール 0.4mg/kg/min で麻酔を行った PROH

群を設定した。アトロピン 0.05mg/kg、ミダゾ
ラム 0.1mg/kg、フェンタニル 5μg/kg を前投与
し、プロポフォールで麻酔導入後、イソフルラン
あるいはプロポフォールで全身麻酔を 2時間行っ
た。麻酔中はフェンタニルの持続投与 10μ
g/kg/h および乳酸リンゲルによる輸液を行った。
麻酔導入 30 分後に 50％ブドウ糖（0.5g/kg）を
静脈内投与し、その後 1、5、10、20、30、45、
60、75、90 分後の血糖値、インスリン濃度を測
定し、血糖半減期（T1/2）、グルコース消失率（K値）
を算出した。その結果、T1/2 は ISO 群で Cont
群より有意に延長し、K 値は ISO 群および PROH
群で Cont 群より有意に低下した。さらにインス
リンの最高血中濃度は、Cont 群に対して ISO 群
で低下する傾向があった。演者らは本研究により、
イソフルランによる吸入麻酔およびプロポフォー
ルによる全静脈麻酔がイヌの耐糖能を低下させる
可能性があること、特にイソフルランではその程
度が顕著であることが判明し、これらの一因はイ
ンスリン分泌の抑制であることと推察していた。
ウマでは麻酔中の耐糖能を調査した報告はない
が、イソフルランの吸入麻酔中に血中インスリン
濃度が低下することは知られている。これは前処
置薬や術中に分泌されるカテコルアミンの影響で
あると考察されている論文が散見されるが、それ
だけではない可能性を示唆するものである。糖代
謝能については蹄葉炎の発症機序と関連がある可
能性も示唆されており、看過できない研究報告で
ある。

（福田健太郎）

○競走馬の Clostridium difficile 感染症に対する
メトロニダゾールを用いた治療について

黒田泰輔ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ウマの Clostridium difficile 感染症（CDI）は致
死率の高い急性下痢症として知られており、
2010 年より日本の競走馬においても発生が報告
されている。国内のウマの CDI 発症例から分離さ
れている株は toxin A と B を産生する強毒株であ
り、循環改善薬や整腸処置等の通常の腸炎に用い
られる治療法では治癒が困難な現状にある。本研
究では、抗菌薬であるメトロニダゾール (MTZ)

をウマの CDI の治療薬として応用したので、その
治療結果について報告する。2010 年以降に栗東
トレーニング・センターおよび近隣牧場で CDI を
発症したサラブレッド競走馬 16 頭のうち、7 頭
に対して MTZ を用いた治療法を実施した。投与
量および投与方法は、4 頭に対し 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与、3 頭に対して 1 日 3 回の
15mg/kg 経口投与に加え、1 日 3 回の 15mg/kg
経直腸投与を行った。CDI を発症した 16 頭のう
ち MTZ を用いない治療を行った 9 頭は、全頭急
性下痢症により死亡または安楽殺となった。MTZ
の経口投与のみを実施した 4 頭は、2 頭が急性下
痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒した。MTZ
の経口投与と経直腸投与を実施した 3 頭は、1 頭
が急性下痢症により安楽殺となり、2 頭が治癒し
た。MTZ によるウマの CDI の治験は少ないが、
生存率を高めることが報告されている。本研究に
おいても MTZ を投与した 7 頭のうち 4 頭が治癒
しており、有意に生存率が上昇した。一方、重症
の CDI では救命できない症例もあり、今回の投与
量や投与方法では治癒できない症例も存在するこ
とが明らかとなった。これらの症例は、急激な腹
囲膨満が特徴的であり、大量の下痢便の貯留を伴
う腸管粘膜の広範な壊死が認められており、MTZ
による治療に加えて更なる治療法の検討が必要で
あると考えられた。
　帯広畜産大学の山田先生から治療薬メトロニダ
ゾールの休薬期間の日数について質問を受けた
が、メトロニダゾールは省令において食用家畜へ
の投与が禁止になっており、投与された場合は出
荷禁止の指示書を配布し、出荷できなくなると回
答した。

○イヌ糞便由来 Clostridium difficile とヒト臨床
由来株の比較

鈴木要人ら（酪農学園大学）
　Clostridium difficile のイヌにおける保菌報告と
なる。現在ウマにおいて問題となっている
Clostridium difficile であるが、ウマのみならず、
ヒト、イヌ、ウシ、ブタで報告されている病原体
である。本報告では、健康なイヌ糞便から分離さ
れた Clostridium difficile 株とヒト臨床由来株の性

状比較を実施した。
健康なイヌ糞便 204 検体から 64 検体において
Clostridium difficile が分離され、31％で分離され
た。栃 木 支 所 に お い て 健 康 な 糞 便 か ら
Clostridium difficile の分離を試みているが、現在
までほとんど分離されておらず、極めて興味深い
結果である。その内 46％はトキシン A,B 産生株
であり、これらはヒトや動物において病原性を持
つと考えられる株であった。また、イヌ由来株 4
株のリボタイプがヒト由来株と同一であり、
PFGE 型でも同一の株が一つ有りヒトイヌ間の伝
播も考えられるとの報告であった。しかし、会場
からも質問があったが、同一株は 1つだけであり、
またヒトは関東の病院から分離された株で、イヌ
は北海道の検体であり、地域的に異なることから、
伝播に関してはより詳細な検討が必要と考えられ
た。
　これらを報告した酪農学園大学の獣医・食品衛
生 学 の 田 村 教 授 の グ ル ー プ は MRSA や
Clostridium difficile などの薬剤耐性を持つ人獣共
通感染症の病原体に関する研究を多く行ってお
り、今後も本会と共同で研究できる分野があるの
ではないかと考えている。すでに、助教の臼井先
生とはこの病気についての意見交換を行ってお
り、いずれはともにこの感染症について検討して
いきたいと考えている。

○薬剤耐性菌について
田村　豊ら（酪農学園大学）

　本年の微生物分科会においては薬剤耐性菌に関
するシンポジウムが開催された。残念ながら私の
発表と重なってしまい、最後まで視聴することは
出来なかったが、概要について記載したい。
　この分科会においては薬剤耐性菌を学問的な話
ではなく、行政的そして国全体でどのように対応
するべきなのかと言う論点から開催された。OIE
や WHO などの国際機関と農林水産省などの行政
機関からの発表において、家畜における抗菌薬の
使用と薬剤耐性の係わり合いについて議論が交わ
された。食用動物への抗菌薬の長期間暴露と、食
肉を介した薬剤耐性菌の人医療への伝播は近年問
題となってきている。例えばバンコマイシンに似

た性質を持つ抗菌薬アボパルシン（Avoparcin）は、
飼料の品質維持や家畜の成長促進の目的で全世界
的に長年に渡って家畜飼料に添加されてきたた
め、人医療における VRE( バンコマイシン耐性腸
球菌感染症 ) の発生を引き起こしたとされ、現在
は禁止されている。OIE と WHO からは国際的な
家畜における薬剤耐性菌に対する取り組みを、農
林水産省からはそれを踏まえて国内における各種
指針が説明された。
　現在、法律上抗菌薬投与の決定は獣医師に委ね
られており、省令で禁止もしくは休薬期間を求め
られる抗菌薬以外では使用可能である。しかし、
抗菌薬の慎重使用に関する指針はすでに出されて
おり、獣医師もそれに基づいた治療が求められて
きている。ウシやブタと比較して、一般的にウマ
は食肉家畜としての認識はあまりないが、日本の
法律上は食用家畜として分類されており、今後の
法制化によっては抗菌薬の制限も行われるかもし
れない。特に、耐性が獲得されやすいキノロン系
や人医療において重要度の高いカルバペネム系抗
菌薬などは慎重使用が求められるとのことであっ
た。競走馬医療においても近年 MRSA を含めた
薬剤耐性菌感染症は増加してきているが、それら
の治療では人医療で重要な抗菌薬も使用しなけれ
ば治療できない。今後は会社全体でこれらの問題
をどのように克服していくかを検討しなければな
らないと考えている。　

（黒田泰輔）

○日本で分離された G3 および G14 型ウマロタ
ウイルスの全ゲノム解析
根本　学ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　ウマロタウイルス (EqRV) は 11 分節のゲノム
をもつ A 群ロタウイルスで、子馬の下痢症の主
な原因となっている。日本を含め、世界中で G3
および G14 型の EqRV が流行している。ロタウ
イルスは一般的に遺伝子再集合を頻繁に起こすた
め、EqRV の疫学を総合的に理解するためには全
分節の解析が必要である。しかし近年の日本分離
株に関するその情報はない。そこで本研究では、
1996 年以降に分離された G3 および G14 型 23
株、および不活化ワクチンに使用されている

EqRV の全ゲノム解析を行った。
　1996-1997 年分離 G3 型 5 株および G14 型 5
株、2009-2010 年分離 G3 型 9 株および G14 型
4 株、1982 年分離ワクチン株 (HO-5 株、G3 型 )
を用いた。次世代シークエンサーによって各ウイ
ルスの 11 分節を解読し、相同性および系統樹解
析を実施した。
　G3 型はワクチン株も含め、各遺伝子分節
(VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-
NSP4-NSP5) の 遺 伝 子 型 は 全 て G3-P
[12]-I6-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 であった。
さらに G3 型 EqRV は分離された年に関係なく全
11 分節の相同性が高く、かつ同じクラスターに
分別された。一方、G14 型 EqRV の遺伝子型は全
て G14-P[12]-I2-R2-C2-M3-A10-N2-T3-E2-H7 で
あったが、1996-1997 年分離株と 2010 年分離
株のVP7およびNSP4遺伝子は2つのクラスター
に分別された。なお VP7、VP6 および NSP4 遺
伝子以外の 8 遺伝子は、G 遺伝子型に関係なく近
縁であった。また、G3 型および 1996-1997 年
分離 G14 型 EqRV の NSP4 遺伝子はウシロタウ
イルスと近縁であり、ウシ由来株が多く存在する
クラスターに分別された。全ゲノム解析により、
EqRV ゲノムの大部分はよく保存されており、特
に G3 型 EqRV は 30 年にわたり全ゲノムで大き
な変異をしていないことが明らかとなった。
　発表後、海外からの侵入リスクについて質問が
あった。EqRV に感受性の高い生後６ヶ月齢以下
の子馬の輸入はほとんどないため、リスクは低い
であろうと回答した。一方ウシでは、成牛におけ
るロタウイルスの持続感染の可能性が指摘されて
いる。成馬からの EqRV の検出例の報告はこれま
でにはないが、成馬から侵入するリスクを評価す
るためにも、成馬の調査が必要であると思われる。

○ウシ腸間膜リンパ節からのロタウイルス A の
検出

三竹博道ら（岐阜大学）
　演者らはロタウイルス A の存続形態について
ウシを対象に研究を進めてきた。その研究の中で、
ロタウイルス A が子牛に持続感染する可能性、
および腸間膜リンパ節で潜伏感染する可能性を見

出し、その内容を昨年のウイルス学会で発表して
いた。
　今回はロタウイルス A の潜伏感染について健
常成牛を用いてさらに検討を進めた内容であっ
た。2013-2014 年に屠畜場で採取した肥育牛
170 例の腸間膜リンパ節および直腸便を材料と
し、PCR 法によってウイルス遺伝子の検出を試み
た。その結果、170 例中 15 例の腸間膜リンパ節
からウイルス遺伝子が検出された。ウイルス遺伝
子が検出された 15 例中 3 例でのみ直腸便からも
ウイルス遺伝子が検出された。健常成牛において
もロタウイルス A は腸管に排出されることなく、
腸間膜リンパ節に潜伏する可能性が示された。腸
間膜リンパ節での潜伏感染は、自然界におけるロ
タウイルス Aの存続様式のひとつと考えられる。
　昨年の発表では子牛におけるロタウイルス A
の持続感染および潜伏感染が示されたが、本年は
成牛においても同様の現象があることが示され
た。ウマにおいても同様に、ロタウイルス A が
腸間膜リンパ節等に潜伏感染する可能性があるた
め、調査が必要であると感じた演題であった。

（根本　学）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症の
最近の発生傾向と遺伝学的性状との関連
丹羽秀和ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬のクロストリジウム・ディフィシル感染症
（CDI）は、Clostridium difficile を原因とする消化
管感染症である。演者らは第 152 回本学会
（2011 年）において国内の競走馬における CDI
の発生を初めて報告している。競走馬の CDI は、
国内では 2011 年までは JRA 競走馬診療所にお
いて手術後に入院した症例のみで確認されていた
が、2012 年以降はそれ以外の症例も認められて
いる。今回、演者らはこれら国内の CDI 症例馬か
ら得られた C. difficile 分離株の性状を解析し、発
生傾向の変化との関連性について報告している。
　既報の CDI 症例 5 例を含む 16 例（2010 年 4
月～2013 年 6 月）から分離した C. difficile 18 株
について、遺伝子型別は PCR ribotyping 法によっ
て、3 種 類 の 毒 素（toxin A、toxin B、binary 
toxin）の産生性の有無は PCR 法によって検討し

た。その結果、2010～11 年の CDI 症例は、入院
例が 6 例、非入院例が１例であり、2 種類の遺伝
子型の混合感染を含む全ての症例から PCR 
ribotype 078 が検出された。一方、2012 年以降
では入院例が 4 例、非入院例が 5 例であり、遺
伝子型は 078 を含む 5 種類が検出された。全て
の分離株が toxin A および toxin B を産生する毒
素産生株であった。その中の 3 種類の遺伝子型
では binary toxin 遺伝子の保有も確認された。
　2011 年以前の入院例での医療関連感染には特
定の遺伝子型 (PCR ribotype 078) が関与している
ことが明らかとなった。一方、国内の競走馬群に
は PCR ribotype 078 以外にも様々な ribotype の
C. difficile が存在しており、2012 年以降における
CDI の非入院例の増加と新たな ribotype の出現と
の関連が認められた。

○レプトスピラ感染野生ラットの血清学的診断法
の開発－大腸菌と酵母発現系による組換え病原性
レプトスピラ共通抗原（LipL32 抗原）応用性の
比較－

塩川愛絵ら（北海道大学）
　レプトスピラ症は公衆衛生上重要な人獣共通感
染症である。近年、組換え抗原を利用した血清学
的診断技術の開発が進められており、中でも病原
性レプトスピラ共通抗原とされる LipL32 は特に
注目されている。演者らは、この LipL32 の様々
な組換え抗原を作成し、その応用の可能性につい
て報告している。
　大腸菌内で発現させた LipL32 の全長を含む組
換え抗原（WLipL32e）、一部を欠失させた短縮
組換え抗原（tLipL32e）、酵母内で発現させた短
縮組換え抗原（tLipL32p）の 3 種類の組換え抗
原を作製し、ELISA を構築した。実験感染ラット
（24 例）および陰性対照群（8 例）の血清を用い
た検討では、対照検査である Western Blot に対
して、いずれの抗原を用いても感度、特異度とも
に 100％であった。また、よく用いられる血清診
断法である顕微鏡下凝集試験（MAT）よりも早
期に急性期の抗体を検出することが可能であっ
た。しかし、全長抗原である WLipL32e の安定
性が低いことから、残りの tLipL32e および

tLipL32p についてベトナムのハイフォン港で捕
獲された野生ラット（n=33）の血清を用いて有
用性を検討した。その結果、tLipL32e では高率
で非特異反応（特異度 27％）が見られたが、発
現に使用した組換え大腸菌により吸収処理を行っ
た場合には、非特異反応の減少（特異度 77％）
が確認された。ベトナム野生ラット全体
（n=140）では、感度・特異度は、tLipL32e（吸
収処理後）では 90％と 60％、tLipL32p では
94％と 54％であった。
　野生ラットは様々な環境に曝露されていること
が、ELISA において大腸菌発現組換え抗原におい
て高率で非特異反応を示した理由と考えられる。
同じ組換え抗原でも酵母を用いて発現させた場合
の方が非特異反応を軽減できることから、より優
れた診断用抗原であると考えられた。
　ウマでは、レプトスピラによる月盲や流産など
が報告されている。現在、血清診断法として広く
実施されているMATは、生菌が必要なことから、
実施に際しては生菌を維持するための手間や安全
性に問題がある。本発表において有効性の確認さ
れた酵母発現組換え抗原のウマのレプトスピラ症
の診断への応用が期待される。

（丹羽秀和）

○競走馬群での皮膚糸状菌症調査および臨床現場
に適した検査法の基礎的検討
木下優太ら (JRA 競走馬総合研究所　栃木支所 )
　1987 年 ～ 1988 年 に、競 走 馬 に お い て
Trichophyton equinum や Microsporum equinum
による皮膚糸状菌症の流行が報告された。その後、
本症の集団発生報告はなく、近年の競走馬群にお
ける皮膚糸状菌症の実態は不明であることから、
今回調査を実施した。また、皮膚糸状菌症感染馬
モデルを用いて臨床現場に適した検査法を検討し
た。
　2012 年に JRA 美浦トレーニング・センターで
脱毛あるいは痂疲等の皮膚疾患を呈した 13 頭に
ついて病変部と正常被毛部（9頭のみ）を採材後、
マイコセル培地あるいはダーマキット（共立製薬）
を用いて皮膚糸状菌を分離・培養し、形態学的に
同定した。感染馬モデルは、健康馬の皮膚を擦過

後、皮膚糸状菌胞子浮遊液を接種した。皮膚糸状
菌の検査法として、PCR 法、イムノクロマト法（ラ
イフケミカル）および前述と同様の真菌培養を実
施して感度、迅速性、簡易性を比較した。
　皮膚疾患を呈する競走馬 13 頭中 3 頭は病変部
のみから、1 頭は病変部および正常被毛部から皮
膚糸状菌が分離された (Trichophyton equinum：3
頭、Microsporum equinum：1頭 )。
　それぞれの皮膚糸状菌感染馬モデルでは、2 週
～ 3 週間後に最も病変が悪化し、多量の鱗屑が
付着した皮膚病変が観察された。PCR 法は真菌培
養およびイムノクロマト法に比較し 10 倍ほど感
度が高かった。判定までに要した時間はイムノク
ロマト法が約 20 分、PCR 法は約 3 時間、真菌培
養では 3～ 4 日であり、作業手順は真菌培養、
イムノクロマト法、PCR 法の順で簡易であった。
　皮膚糸状菌の流行は 80 年代以降、競走馬群に
おいて認められていなかったが、現在でも皮膚疾
患の一部に関与しており、その病原真菌は依然と
し て Trichophyton equinum あ る い は
Microsporum equinum であることが明らかとなっ
た。また、検査法としてはイムノクロマト法ある
いは PCR 法が感度あるいは迅速性において優れ
ており、臨床現場での検査に適していると考えら
れた。しかし、イムノクロマト法に関しては、皮
膚糸状菌以外の一部の真菌において陽性となるこ
とが知られているため、臨床現場に導入する前に
臨床検体を用いた特異性の確認が必要になるもの
と考える。

○ウマ増殖性腸炎由来 Lawsonia intracellularis
の分子疫学的解析

板谷　巧ら ( 北海道大学 ) 
　Lawsonia intracellularis (Li) はグラム陰性、陽
性細胞内偏性嫌気性菌の微好気性桿菌である。本
菌はブタを始め多くの動物種に増殖性腸炎を引き
起こす。ウマでは、離乳後の子ウマが感染して発
育不良となるため経済的損失が大きい。2011 年
に北海道のウマ生産牧場で発生があり、近年も道
内各地の牧場で散発的に発生が続いている。しか
し、ウマ由来 Li の分子疫学的情報はほとんどな
いことから、ウマ由来 Li ゲノムの解析を行った。

　北海道の 5 地域の生産牧場で増殖性腸炎を発
症した 7 頭のウマの糞便から、市販キットを用
いて DNA を抽出した。ブタの比較対象として、
全ゲノムが解析されている Li PHE/MN1-00 株の
塩基配列データを使用した。Li の 16S rDNA, 
AspA, Omp4, SodC の 4 つの遺伝子を標的とし、
塩基配列を多重比較して差異をパターン化し、そ
の組み合わせでウマ由来 Li を分類した。
　2011 ～ 2014 年に道内で確認されたウマ由来
Liの塩基配列には、16S rDNAで2種、SodCで2種、
AspA で 3 種、Omp4 で 4 種の塩基配列パターン 
(allele) が見つかり、その組み合わせから 5 種類
の allele 型に分類された。ブタ由来 Li と一致す
るものはなかった。同一地域で発生した 2 種の
検体ではそれぞれ塩基配列に差異は見られなかっ
た。
　過去の調査でブタ由来 Li の分子遺伝学的性状
は全国的に差異がないことが報告されている。一
方、今回調べたウマ由来 Li には、少なくとも 5
種類の allele が存在した。地域間では allele 型が
異なる傾向が認められたことから、地域への侵入
経路あるいは起源が異なることが示唆された。ま
た、ブタ由来 Li とは分子遺伝学的性状が異なる
ことから、ブタ－ウマ間での水平感染が常態化し
ている可能性は低いことが示唆された、と演者ら
は発表した。
　近年、ウマの Li 感染症が多くの牧場で確認さ
れ拡がりを見せているが、ウマの飼育環境中に以
前から Li が存在していたのか、あるいはブタや
シカ等の国内飼育家畜や野生動物からの伝播であ
るのか、それともウマの国際間輸送の増加に伴い
海外から侵入したのかは不明であった。演者らの
発表により、国内で飼育されているブタからウマ
の飼育環境中に水平伝播した可能性は低いことが
示唆された。本報告の allele 型比較に用いた方法
で、海外の動物由来 Li の遺伝型はこれまで報告
されておらず、現在のところ Li がウマの飼育環
境に海外から侵入したのか、あるいは国内のブタ
以外の動物種に由来するのかは不明であるが、そ
れらの点については今後の報告が待たれる。

（木下優太）

○馬ヘルペスウイルス糖蛋白の抗原性の解析
服部志保ら（山口大学）

　栃木支所は、馬ヘルペスウイルス 1 型
（EHV-1）の主要糖蛋白のひとつである gE を欠損
させた馬鼻肺炎生ワクチンを開発した。このワク
チンは昨年からワクチンメーカーから市販されて
いる。演者らのグループは、生ワクチン接種馬と
EHV-1 自然感染馬の識別を目的とした血清学的
診断法を開発している。この過程で、EHV-1 の
主要糖蛋白 12 種類の発現系を作製し、各々の蛋
白を単独あるいは共発現させ、感染馬血清を用い
て抗原性の検討を行った。
　その結果、感染馬血清は糖蛋白 gB、gC および
gD に対して強く反応していることが示された。
gE、gI の単独発現ではこれらの糖蛋白に対する
抗体はほとんど検出されなかったが、gE と gI を
共発現させた場合には両蛋白の複合体に対すると
考えらえる抗体が強く検出された。また gB、
gH、gL を共発現させた場合にも強く反応する抗
体が検出された。以上の結果は、生ワクチン接種
馬あるいは EHV-1 自然感染馬のウイルスに対す
る免疫応答を検討する上で有用な知見であり、今
後さらに詳細な解析が期待される。

○新規作用メカニズムによる EHV-1 感染症治療
薬候補化合物の探索

岡田彩加ら（岐阜大学）
　ウイルス感染症に対する予防のためのワクチン
は数多く存在するが、特異的な治療薬で実用化さ
れているものは少なく、インフルエンザウイルス
やヒトの単純ヘルペスウイルスに対する薬剤など
限られている。ヘルペスウイルスに対する治療薬
にはウイルス酵素であるチミジンキナーゼの阻害
薬が用いられているが、遺伝子変異による耐性株
が存在し、異なる機序による阻害薬の開発が進め
られている。本演題は、EHV-1 と同じヘルペス
ウイルス科バリセロウイルス属に属する水痘帯状
疱疹ウイルス（VZV）に対する 96,000 種類の化
合物のスクリーニングの結果、抗 VZV 活性を有
することが示された 16 種類の化合物を用いて抗
EHV-1 活性を示すかどうかを検討したものであ
る。

　化合物の添加により、培養細胞でのウイルスの
増殖を抑制することができるか否かで効果を測定
したところ、16 種類中 1 種類のみウイルス増殖
の抑制が認められた。しかしマウスを用いた
EHV-1 実験感染のモデル系を用いて化合物の効
果を検討したところ、体内でのウイルス DNA 量
の推移は、化合物の有無により変化せず、有効性
は認められなかった。特許の関係で、化合物の構
造式や化学式、作用機序などが不明であり詳細な
議論はできないが、本発表から、同じ属に属する
ウイルスであっても、個々の薬剤に対する感受性
は大きく異なっていることが示された。今後さら
に探索を継続し、薬剤の構造と作用機序の関連に
ついての知見を蓄積し、有効な薬剤が開発される
ことを期待したい。

（近藤高志）

　本学術集会の獣医病理分科会では、一般口演と
ワークショップの「家畜感染症の病理‒人体病理
との交流‒　第 4 回馬疾病をてがかりとして」が
実施された。このワークショップは、本分科会の
会員の多くが家畜の感染症の病理に触れる機会が
最近非常に少なくなっている状況にあることを危
惧して企画され、これまでに牛（第 149 回）、豚（第
153 回）、鶏（第 155 回）の各感染症について開
催されてきた。今回は馬の感染症の病理で、まず、
大阪赤十字病院の新宅雅幸先生による「ヒト中枢
神経系感染症の病理」と題した教育講演的内容の
講演がなされた。その後 JRA および日高家畜保
健衛生所の病理担当者から、馬における中枢神経
系の感染症として重要な馬鼻肺炎神経型の病理に
ついて、引き続いて現在問題となっている馬の感
染症について講演がなされた。各講演のタイトル
と演者は以下のとおりで、3 時間に亘って非常に
内容の濃いワークショップが行われた。
BW-1　ヒト中枢神経系感染症の病理：新宅雅

幸（大阪赤十字病院）
BW-2　馬鼻肺炎神経型の病態と病理：片山芳

也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支
所）

BW-3　馬ピロプラズマ病：村中雅則ら（JRA
栗東トレーニング・センター）

BW-4　競走馬における Clostridium difficile 感
染症：上野孝範ら（JRA 競走馬総合研
究所　栃木支所） 

BW-5　馬生産地における繁殖牝馬および子馬
の感染症：笹野憲吾（北海道日高家畜
保健衛生所）

以下に主な口演の概要を記載する。

○ヒト中枢神経系感染症の病理
新宅雅幸（大阪赤十字病院）

　ヒトの中枢神経系に感染する病原微生物は細
菌、真菌、原虫、ウイルスに大別される。寄生虫
による中枢神経系感染症は本邦では殆ど問題とな
らない。本講演では、演者が中枢神経系感染症に
興味を抱くきっかけとなったヒト免疫不全ウイル
ス（HIV）による後天性免疫不全症候群（AIDS）
の神経病理、およびそれらの日和見感染症として
見られることが多い以下のような様々な脳炎につ
いて病理組織像を多数供覧し、詳細な説明を加え
ながら講演が行われた。
１）細菌感染症
　中枢神経系の細菌感染症には化膿性髄膜炎、脳
炎、脳膿瘍の３つの病型があるが、実際よく見ら
れるのは終末期の敗血症に伴う多発性微小膿瘍で
ある。免疫不全が存在する場合、ありふれた感染
症が全く思いもよらない病像を呈してくる場合が
あることは注意を要する。その例として AIDS 患
者に見られた結核性髄膜炎と脳の梅毒性炎症の病
理像が紹介された。
２）真菌感染症
　真菌感染症は殆どが日和見感染症であるが、ま
れにクリプトコッカス症では健常人に一次的な髄
膜炎がみられる。最もよく見られる真菌感染症で
あるアスペルギルス症について、稀ではあるが重
篤になることが多い真菌感染症であるムコール症
について、また輸入感染症であるヒストプラズマ
症について紹介された。
３）原虫感染症
　日常的に問題となるのは殆ど後天性トキソプラ
ズマ症に限られる。とくに AIDS 患者では高頻度
に合併し、脳内に限局性の病変を形成する。その
他、ア メ ー バ 症 で は 近 年 leptomyxid ameba 

(Balamuthia mandrillaris) による感染症が注目さ
れている。
４）ウイルス感染症
　中枢神経系のウイルス感染症には ヘルペス脳
炎、日本脳炎、ポリオ、狂犬病など有名な
疾患が多いが、実際に比較的よく経験する
のは サイトメガロウイルス (CMV) 脳炎と
進行性多巣性白質脳症 (progressive multifocal 
leukoencephalopathy, PML) である。CMV は播種
性脳炎の形態の他に、上衣細胞を好んで侵し、重
度な脳室炎の像を呈すことがある。PML の患者
数は AIDS の出現により劇的に増えた。PML の原
因 ウ イ ル ス で あ る JC ウ イ ル ス は か つ て 
oligodendroglia と astrocyte にのみに感染すると
されていたが、演者らの報告を端緒として、神経
細胞にも本ウイルスが感染することが明らかにさ
れた。特に小脳の顆粒細胞への感染が知られてい
る。HIV 感染症においては約 30 % の症例で HIV 
そのものによる脳炎が発生する。その多くは白質
に特異な多核巨細胞の出現を伴う炎症像を示す
が、灰白質に病変が主座し、神経細胞脱落とグリ
オーシスが目立つ、diffuse poliodystrophy と呼
ばれる病型も見られる。また、脊髄では vacuolar 
myelopathy と呼ばれる特異な変性病変も見られ
る。近年、先進国では、抗 HIV 薬を各人の症状・
体質に合わせて組み合わせて投与することでウイ
ルスの増殖を抑える HAART 療法が実施されてい
おり、AIDS の剖検を経験することは稀となりつ
つある。HIV は CD4 陽性 T リンパ球に感染して
破壊するが、同じ CD4 陽性 T リンパ球に感染し
腫瘍性に成人 T 細胞性白血病を引き起こすヒト T
細胞白血病ウイルス１型（HTLV-I）では HTLV-I 
-associated myelopathy (HAM) が知られている。
本病は長い経過を取ることが多く、剖検時には炎
症所見が殆ど消褪してしまっていることも少なく
ない。また、その他の比較的稀なウイルス性神経
感染症として、アデノウイルス脳炎、ヒトヘルペ
スウイルス 6 型 (HHV6) 脳炎の症例についても詳
細な説明がなされた。
　わが国では殆ど経験できない、あるいは動物で
は未だ知られていないような非常に稀なヒトの神
経感染症の症例について、病理組織写真を多数提

示して詳しい説明がなされ、非常に分かりやすく、
大変勉強になる講演であった。講演の最後には、
神経病理学の世界的権威であり、新宅先生の恩師
でもある平野朝雄教授の「形態学は他の分野に比
べて、新しい所見を得ることは困難であるが、いっ
たん得られた像は長い間その価値を保持する。」
との言葉が紹介され、講演は締めくくられた。大
変感銘を受けた講演であった。

○馬鼻肺炎神経型の病態と病理
片山芳也ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　馬鼻肺炎はウマヘルペスウイルス１型
（EHV-1）およびウマヘルペスウイルス４型
（EHV-4）を原因とする届出伝染病で、臨床的に
は発熱性呼吸器疾患、流産、および神経疾患など
を発症する。呼吸器疾患は、JRA のトレーニング
センターにおける冬季の発熱の主要原因で、調教
日程の遅延や出走予定レースにおける当日取消し
など、競馬への影響は大きい。流産は軽種馬生産
地では妊娠末期に突然発症すること、および同一
牧場内で集団発生する場合もあることから、農家
の損害は甚大である。また歩様異常や起立不能、
尿失禁などを主徴とする神経型は前兆を全く示さ
ず突然に発症し、多くは快復することなく安楽死
となる。本講演では、演者らがこれまでに経験し
た馬鼻肺炎神経型の自然例および EHV-1 流産誘
発実験において偶然に経験した神経型症例につい
て、病態と病理像を中心に紹介された。
　馬鼻肺炎神経型の自然例については、北海道の
軽種馬生産牧場での集団発生事例が紹介された。
繁殖牝馬が 17 頭収容されていた厩舎内で、1 月
下旬に 1 頭が突然流産を発症した。その後、2 月
の上旬から中旬にかけて同居馬 11 頭が連続して
発熱し、それらが解熱した 2～5 日後に、5 頭が
起立不能、5 頭が流産、1 頭が流産後起立不能と
なった。これらの病理検査では、肉眼的には胸部
や腰部の脊髄の実質内に多発性出血巣が認められ
た。病理組織学的には、中枢神経の諸所の血管に
おいて中膜や外膜へのリンパ球やマクロファージ
の浸潤を伴う非化膿性血管炎と、神経実質におけ
る限局性の軸索の膨化や脱落、あるいは限局性の
壊死などの血管病変に起因した乏血性変化が認め

られた。また神経細胞の萎縮ないし変性やマイク
ログリアによる神経食現象もしばしば観察され
た。血管炎は大脳の小型の血管で多く、軸索膨化
や神経食現象は腰部の脊髄で多く観察された。免
疫染色では、細胞浸潤が見られた血管の内皮細胞
あるいは浸潤マクロファージに EHV-1 抗原が観
察された。流産例の胎子では、胸・腹水の増量、
肺水腫、脾腫、肝の微小白斑などが認められ、組
織学的にはそれら臓器の壊死巣の細胞に好酸性の
核内封入体が観察された。
　EHV-1 感染実験における神経型症例について
は、馬鼻肺炎流産型の病態を解析するために妊娠
馬へ EHV-1 Ab4p 株 107PFU を接種した実験で、
神経症状を発症した症例が紹介された。鼻腔内直
接噴霧と筋肉内同時接種を５日間実施した実験群
では、3 頭中 2 頭（何れも接種９日後）が起立不
能を発症し、鼻腔内直接噴霧のみの実験群では、
3 頭中１頭が起立不能（接種 11 日後）を、2 頭
が流産（接種 15、21 日後）を発症した。起立不
能等の神経症状は、多量の EHV-1 を接種した群
で発生する傾向が強く、接種６日頃から見られた
高度なウイルス血症が一定期間（3～4 日間）持
続している最中に発症した。いっぽう、流産はこ
のウイルス血症の程度がやや軽く、数日間のウイ
ルス血症が終息してから 5 日ないし 14 日後に発
症していた。病理学的には自然例と同様に、神経
型では中枢神経における血管炎と実質の限局性の
壊死が主体で、EHV-1 抗原はこれら血管内皮細
胞および浸潤マクロファージに観察され、神経細
胞には全く確認されなかった。また血栓も殆ど観
察されなかった。
　馬は日本脳炎の感受性が高く、日本脳炎ウイル
スは神経細胞に感染して障碍することで神経症状
を発症するが、馬鼻肺炎神経型では EHV-1 は神
経細胞には全く観察されず、ウイルスは血管内皮
へ感染することで血管炎が起こり、それら血管は
血管壁の粗鬆化や閉塞により壊死病巣が形成され
て、神経症状を発症する。このような神経型病変
の形成と発症は、ウイルス血症の重軽と関連して
いることが示された。
　以上のような馬鼻肺炎の自然例や実験例での病
態に関する詳細な解析は、治療、予防、防疫など

における効果的な対策の確立に有用なデータにな
るとともに重要な示唆を与えてくれるものと考え
られ、本病による損害が減少していくことを期待
したい。

（片山芳也）

○競走馬における Clostridium difficile 感染症
上野孝範ら（JRA 競走馬総合研究所　栃木支所）
　Clostridium difficile は、亜端在性楕円形の芽胞
を形成するグラム陽性偏性嫌気性細菌であり、ヒ
トにおいては抗菌薬関連下痢症の原因菌の 1 つ
として知られている。下痢症の原因となる腸管粘
膜上皮傷害は、C. difficile 保菌者への抗菌薬投与
による正常腸内細菌叢の撹乱、これに続く C. 
difficile の異常増殖ならびに外毒素の産生によっ
て引き起こされる。主要な外毒素である TcdA お
よび TcdB は、いずれも粘膜上皮細胞におけるア
クチンフィラメントの維持・調整機構を傷害し、
上皮細胞間結合装置の崩壊や細胞変性を招来す
る。
　これまでに JRA 競走馬総合研究所栃木支所で
病性鑑定を実施した、甚急性かつ重度の下痢症を
示す競走馬の中にも C. difficile の関連した腸炎は
散見されている。下痢の発症は抗菌薬を用いた治
療のほか、全身麻酔手術、長距離輸送、あるいは
レース・トレーニングなどが契機となっている。
臨床症状としては、甚急性の水様ないし泥状の下
痢、高体温、疝痛、食欲低下、腹囲膨満、虚脱があり、
発症後数日で死亡ないし全身状態の悪化による安
楽死処置がとられることが多い。近年、菌体抗原
および外毒素を検出するイムノクロマトグラフ法
を用いた糞便簡易検査キットの有用性が確認さ
れ、発症後の速やかな診断ならびに C. difficile に
著効を示す抗菌薬（メトロニダゾール）による治
療が可能となった。しかしながら病態進行の速さ
から全症例の救命には至っていない。
　C. difficile 腸炎発症馬の病理解剖では、病変は
主として盲腸および結腸に認められる。粘膜面は
暗赤色ないし灰緑色を呈し、灰白色ないし淡緑黄
色の偽膜が表面を覆う箇所も観察される。腸壁は
全体に肥厚し、断面では粘膜下の水腫や出血が観
察される。盲結腸における腸内容の性状は、濃緑

色水様もしくは泥状であり、粘膜面に出血がある
場合は赤色調を帯びる。
　組織学的には、壊死性腸炎あるいは出血性壊死
性腸炎の病態を呈し、主要な病変として、びらん
ないし潰瘍を伴った粘膜の壊死、粘膜固有層や粘
膜下織の中小血管における硝子血栓の形成、粘膜
固有層や粘膜下織における水腫・出血が挙げられ
る。壊死した粘膜表面には、浸潤細胞、細胞屑、
および食物残渣を含む線維素塊が付着し、粘膜固
有層および粘膜下織浅層には、好中球を主体とし
た細胞浸潤も観察される。菌分離あるいは検査
キットによって腸内容中に C. difficile の存在が確
認された症例においても、粘膜壊死領域に同菌と
類似の形状を有すグラム陽性桿菌を見ることは少
ない。
　過去において、ウマにおける原因不明の致死的
な甚急性の下痢症は「Ｘ大腸炎」として一括され
てきたが、これまでにその多くが C. difficile をは
じめ Salmonella sp. や Clostridium perfringens な
どを起因菌とした感染症であることが明らかに
なっている。2010 年以降、当研究所では重度の
下痢を発症した 23 症例から C. difficile を分離し、
このうち 19 症例は死亡あるいは安楽死の転帰を
とった。
　今回の発表では、我々が経験した競走馬におけ
る C. difficile 腸炎症例について、臨床事項および
分離菌の概要とともに大腸を中心に病理所見を供
覧した。「壊死性出血性腸炎」で括られることの
多い C. difficile 腸炎であるが、観察される病変は
多彩であるため病理学的手法のみでは原因の推測
が困難であることを示し、2013 年に Diab らに
より提案されたように、ウマの C.difficile 消化管
感染症の確定診断には腸内容物からの毒素検出が
必要であることを述べた。
　発表後に「盲結腸の中でも好発（影響を受けや
すい）部位は存在するのか」という質問を受けた
が、今回提示した症例には病理解剖時の情報が不
足していたものも含まれたため、充分な回答を行
うことができなかった。今後は腸病変の観察を行
う上での基準となる確認項目を作成し、症例毎の
比較が可能なデータを蓄積していきたい。

（上野孝範）

○低分子コンドロイチン硫酸の経口投与による
ラットの軟骨再生効果

福間康洋ら ( 鳥取大学 )
　コンドロイチン硫酸は生体内に見られるグリコ
サミノグリカンの一種で、軟骨の構成成分の 1 
つである。コンドロイチン硫酸は軟骨再生や神経
痛の軽減などの効果を有すること報告されている
が、低分子コンドロイチンの効能に関しては未だ
報告されていない。今回、低分子コンドロイチン
硫酸に関する研究が報告されたので紹介する。
　関節軟骨損傷ラット ( 左大腿骨滑車溝に直径 1 
mm、深さ 2 mm の損傷孔を 2 個作製 ) にコンド
ロイチン硫酸 (Mn=54 kDa) あるいは低分子コン
ドロイチン硫酸 (Mn=5 kDa および 27 kDa) を 3
週間にわたって経口投与 (100 mg/ head/ day) し
た。剖検時、非投与群ならびに投与群間で肉眼的
に違いは認められなかった。組織学的には、低分
子コンドロイチン投与群では、損傷部位に軟骨細
胞の増殖が観察された。さらに、5 kDa 投与群と
比較して、27 kDa 投与群でこれらの所見はより
顕著であった。また、血清学的には 27 kDa 投与
群の MMP-13 の血中濃度は 54 kDa 投与群より
も優位に高かった。これらの結果から、発表者ら
は低分子コンドロイチン硫酸の経口投与によっ
て、軟骨組織の代謝が促進されたと報告した。
　コンドロイチン硫酸の薬理機序は未だ明らかに
はされていない。既報では、コンドロイチンは腸
上皮の tight-junction を通過して吸収されるため、
分子量の小さいほど有用であるとされている。一
方、本研究では 27kDa 投与群で軟骨修復が最も
促進された。この要因として、分子量による炎症
誘導能の差を挙げていた。今後、低分子コンドロ
イチンの吸収機序，体内動態や軟骨組織に対する
薬理学的機能の解析がさらに進展することを期待
する。

○散気式オゾン水生成装置により生成されたオゾ
ン水のウイルスおよび細菌に対する装束条件の検
討

鈴木遊大ら ( 東京農工大学 )
　オゾンは常温常圧で薄青色を呈する気体であ

る。オゾンは強い酸化力を有し、細菌，ウイルス
ならびに原虫に対して殺滅効果をもつ。しかし、
環境中での残存性が低い。そのため、畜舎や動物
病院の消毒に有用であると考えられている。本発
表では、各種細菌ならびにウイルスに対するオゾ
ン水の効果が示された。
　オゾン水の生成には散気式オゾン水生成装置を
用いた。ウイルスは牛伝染性鼻気管炎ウイルスな
らびに牛エンテロウイルス、細菌はリステリア菌
および枯草菌 ( 芽胞 ) を用いた。10・20・30℃ 
の条件下で、各細菌あるいはウイルスをオゾン水
に 1 分間暴露させた。芽胞に対しては 3-5 ppm
のオゾン水、その他の細菌およびウイルスには 
0.5-2 ppm のオゾン水を使用した。検索した条件
では、1 ppm 以上の濃度のオゾン水に殺ウイル

ス効果が認められた。芽胞は 10℃では死滅しな
かったが、35℃・3 ppm では死滅した。リステ
リア菌に対しては、いずれの条件下でも殺菌効果
が認められた。これらの結果から、これまでの報
告よりも低濃度のオゾン水が殺菌・殺ウイルス活
性をもつことが示された。
　畜舎あるいは動物病院を対象とする消毒では、
芽胞への有用性が重要となる。本研究では、
35℃という条件下でのみ殺芽胞効果が認められ
た。今後、より詳細な使用条件の検討が必要と考
えられた。現時点では、オゾンの畜舎消毒などへ
の応用は検討段階である。オゾン水は畜舎用消毒
薬として認可されていないことから、さらなる検
討が必要であろう。

（越智章仁）

　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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　第 69 回日本体力医学会が、平成 26 年 9 月 19
日（金）～ 21（日）、長崎大学文教キャンパスに
て開催された。日本体力医学会は毎年、その年に
国体が開催される都道府県で開かれ、今年は長崎
がんばらんば国体が 10 月に実施された。この学
会では、トップアスリートのパフォーマンスから
一般人の健康を対象とした、あらゆる体力に関連
した調査・研究に関する報告が行われ、それらの
結果について、若い研究者や教育者を中心に活発
に討議されている。ヒトについての研究は最先端
である場合が多く、研究内容に関する刺激も受け
た。

○給与飼料の種類が競走馬の炭水化物と脂肪利用
に与える影響

松井　朗ら（JRA 競走馬総合研究所）
　ヒトでは炭水化物 (CHO) と脂肪 (FAT) がエネ
ルギー基質として利用され、その摂取の割合がエ
ネルギー産生に影響を及ぼすことが報告されてい
る。デンプン (STR) の過剰摂取はウマの健康に有
害であり、植物油などで FAT を多く給与する場
合も散見される一方で、FAT 給与はパフォーマン
スには好ましくないとする盲信的意見も少なくな
い。競走馬における摂取エネルギーの基質の違い

が、運動時における CHO および FAT の利用量に
どのように影響するのかを、同位体標識法による
グルコース (Glu) およびグリセロール (Gly) の組
織への取込・放出により評価することが本研究の
目的である。
　サラブレッド種９頭を用い、高 STR 飼料 (HS)
群、高 FAT 飼料 (FF) 群および燕麦などの標準飼
料の対照群に分け、クロスオーバーにて延べ 27
頭について試験を実施した。グルコース (Glu) お
よびグリセロール (Gly) の安定同位体を標識とし、
運動前・中・後の CHO と FAT の組織への取込・
放出を調べた。安定同位体の投与は運動 120 分
前から開始し、運動 180 分後まで頸静脈に定速
度注入した。本試験は 1.8(m/s)→3.6(m/s)→7.0
(m/s)→110％VO<SUB>2max</SUB> ( 各 2 分間、
傾斜 6％ ) の運動を馬用高速トレッドミルにて実
施し、運動中の各速度と運動前において 15 分間
隔で血液サンプルを採材した。
　運動前における HS 群の Glu 取込み量は FF な
らびに対照群に比べて有意に大きかった (p＜
0.05) が、運動中・後は群間に差がみられなかった。
Gly の組織への取込・放出量は、運動前・中・後
において群間に差はみられなかった。
　高強度運動時と運動後の Glu と Gly の組織への

取込・放出に CHO および FAT の給与量の影響が
ないことから、高 STR および高 FF 飼料の給与は
CHO と FAT のエネルギー利用量に影響を及ぼさ
ないと推察された。したがって、今回の試験結果
からは適正量であれば FAT 給与が競走馬のエネ
ルギー利用に特に影響を及ぼすものではなく、健
康面からは推奨できると考えられた。
　ヒトの分野では、本研究に近い内容は、主に糖
尿病などの健康に関連したものが多い。短・中距
離のトップアスリートについて、この分野の研究
がされることは多くはない。炭水化物および脂肪
の摂取とエネルギー利用の関係について、弱強度・
長時間運動において多く摂取した方に、エネル
ギー基質としての利用が傾くことは、ヒトの分野
では既知である。ヒトの分野では、高強度・短時
間運動を実施したとき、炭水化物および脂肪のど
ちらを積極的に摂取したかは、運動中のそれらの
エネルギー利用に影響をもたらさないであろうと
考えられている。本試験の結果は、ウマ（競走馬）
においても、ヒトで予想された結果と同様であっ
た。
　学会に参加しているほとんどの演者および聴講
者は、ヒトの分野の方々である。ウマの分野の発
表について、どの程度の興味があるのか不安で
あったが、とりあえずは、最後まで席を立つこと
なく聴いてもらえた。

○低頻度疲労に伴う筋小胞体 Ca2+ 放出機能の変
化

渡邊大揮ら（広島大学）
　繰り返される筋収縮終了後、高頻度刺激誘引張
力よりも低頻度刺激誘引性張力のほうが低下する
ことが知られており、この現象は低頻度疲労と呼
ばれる。本研究では、低頻度疲労発生時の筋小胞
体 Ca2+ 放出機能について検討した。電気刺激に
よって、ウイスター系ラットの腓腹筋を、張力が
初期の 50% に低下するまで収縮させた。30 分の
回復期間をおいて腓腹筋を摘出し、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受性
および筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸
化量について検討した。さらに、スキンドファイ
バーを作製し、脱リン酸化酵素または筋ホモジ

ネートのどちらか一方、あるいはその両方を含む
溶液に暴露した。各溶液での処置前後に、筋小胞
体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する感受
性を検討した。その結果、コントロール群と比較
し、刺激群では筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの
開口試薬に対する感受性は低下したが、筋小胞体
Ca2+ 放出チャンネルの脱リン酸化量は増加した。
また、スキンドファイバーを脱リン酸化酵素と筋
ホモジネートの両方を含む溶液に暴露すると、筋
小胞体 Ca2+ 放出チャンネルの開口試薬に対する
感受性は低下した。これらのことから、低頻度疲
労の原因の 1 つは筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
の機能低下であること、低頻度疲労発生時には、
脱リン酸化された筋小胞体 Ca2+ 放出チャンネル
と筋形質成分が反応し、筋小胞体 Ca2+ 放出チャ
ンネルの機能低下を導くことが示唆された。

○筋疲労時における筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と
弛緩速度との関係

平野勝俊ら（広島大学）
　速筋では、筋疲労時において筋の弛緩速度が低
減する原因の 1 つとして、筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性が低下することが示唆されている。今回は、
この関係が遅筋にも認められるかどうかを、ラッ
トの遅筋を用いて筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性と弛
緩速度との関係を観察することで検討した。坐骨
神経を介した電気刺激により、下腿三頭筋に 1
時間の連続収縮（疲労収縮）を負荷した。収縮終
了直後、0.5 時間後、48 時間後にヒラメ筋を摘
出し、生理学的および生化学的分析を行った。そ
の 結 果、筋 の 弛 緩 速 度 お よ び 筋 小 胞 体
Ca2+-ATPase のタンパク質量には疲労収縮による
変化は観察されなかった。筋小胞体 Ca2+-ATPase
活性については、疲労収縮終了直後では 20% の
低下が、一方、0.5 時間では 32% の増加が、ま
た 48 時間後では増加した活性がコントロールレ
ベルまで戻ることが認められた。速筋では、クロ
スブリッジの解離速度と筋小胞体 Ca2+-ATPase 活
性の両方が、弛緩速度を左右することが報告され
ている。本研究では、筋小胞体 Ca2+-ATPase 活性
はヒラメ筋の弛緩速度には影響を与えないことを
示す結果が得られた。これらの結果から、遅筋で

は、筋疲労時においては、筋小胞体の Ca2+ 取り
込み能力は、筋の収縮特性を規定する因子ではな
いことが示唆された。
　この研究は骨格筋運動における疲労の機序を筋
小胞体機能から検討した成績である。疲労のメカ
ニズムに関しては、多くの仮説が提出されている
が、そのなかで興味を引く演題であった。今回の
大会においては、「疲労のメカニズムをさぐる」
と題したシンポジウムも組まれており、疲労研究
に対する興味が再度高まっているように感じられ
る。

○グリコーゲンは骨格筋収縮に有利か不利か
中原直哉ら（東京慈恵会医科大学）

　グリコーゲン・ローディングで貯蔵されたグリ
コーゲンは運動時のエネルギー基質として利用さ
れるため、競技時には有利に作用すると考えられ
ている。本研究では、外来性のグリコーゲンが収
縮装置に対してどのように影響しているかを、糖
代謝を止めた骨格筋標本を用いて検討した。ウサ
ギ腸腰筋のスキンドファイバーを作製した。エネ
ルギー基質としての効果を除くため、ATP および
クレアチンリン酸を十分量加えた人工細胞内液に
グリコーゲンを添加し、グリコーゲン濃度による
カルシウム－張力関係の変化を観察した。その結
果、生体内のグリコーゲン濃度に近い 1% および
2% において、最大収縮の 50% の張力が出るカル
シウム濃度が 10-5.8M であったものが、0% および
5% においては 10-5.6M に変化し、カルシウム感受
性が低下した。一方、最大収縮速度はグリコーゲ
ン濃度 0% に対して、1%、2%・5% の順で約
75% まで低下した。これらの結果は、グリコー
ゲン・ローディングには、エネルギー基質の余力
を蓄えるというポジティブな面がある一方、最大
収縮力を下げるというネガティブな面があること
を示唆している。

○グリコーゲン量の違いが筋小胞体の Ca2+ 調節
機能に及ぼす影響

石井裕也ら（広島大学）
　筋が疲労する原因の 1 つとして、筋グリコー
ゲンの減少が示唆されてきたが、この現象がどの

ようなメカニズムで誘起されるのかは不明であ
る。この実験では、グリコーゲン量の違いが、筋
小胞体の Ca2+ 放出・取り込み速度におよぼす影
響を検討した。ラットを運動群と安静群（R 群）
に分けた。24 時間絶食させ、運動群には 90 分
間のトレッドミル運動を負荷した。これらを運動
直後に解剖する群（E0 群）と、運動 2 時間後に
解剖する群に分けた。運動終了 2 時間後に解剖
する群を、さらに、運動終了後に水のみを摂取さ
せる群（E2W 群）と食餌と 5% スクロース水を
摂取させる群（E2G 群）に分けた。その後、腓腹
筋および外側広筋の表層部と深層部を摘出し、筋
グリコーゲン量、筋小胞体の Ca2+ 放出・取り込
み速度との分析に用いた。その結果、表層部の筋
グリコーゲン量は、R 群と比較して E0 群および
E2 群で有意な低値を、また E2W 群と比較して
E2G群で有意な高値を示した。筋小胞体Ca2+放出・
取り込み速度は、表層部・深層部いずれの群間に
も有意な差はみられなかった。これらの結果から、
グリコーゲン量の違いは、筋小胞体 Ca2+ 放出・
取り込み速度に影響を及ぼさないことが示唆され
た。
　筋内に貯蔵されるグリコーゲンは、運動中のエ
ネルギー基質として重要な意味を持っているが、
その貯蔵量の違いが収縮力などにどのような影響
をおよぼすのかについて検討している。競馬は、
筋グリコーゲンを使い切るほどの長時間の運動で
はないが、グリコーゲン量の相違が筋収縮力や急
性疲労発現などに及ぼす影響がどれくらいなのか
には興味がもたれる。

（平賀　敦）

○習慣的な n-3 系脂肪酸の摂取が運動時の脂質代
謝および持久性パフォーマンスに及ぼす影響

石橋　彩ら（立命館大学）
　ヒトの長距離選手など比較的緩やかな強度の運
動を実施した場合、筋中グリコーゲンの枯渇は、
疲労困憊（オールアウト）の原因のひとつである
ことが知られている。長時間の緩やかな運動時に
おいて、エネルギー生成の大半は有酸素的である。
より多くの脂肪をエネルギー生成の基質に用いる
ことで、炭水化物である筋中グリコーゲンを温存

しやすくなる。高脂肪食摂取に伴う、脂質代謝の
亢進（ファットローディング）の効果が知られて
いる。グリコーゲンの蓄積量が減少しない程度に、
長距離走選手に対して高脂肪摂取を指導する現場
も少なくない。
　食事から摂取する脂肪酸には、飽和と不飽和の
ものがあり、そのうち多価のn-3系（オメガ3; ωー
３）や n-6 系（オメガ 6; ωー 6）の不飽和脂肪
酸は必須脂肪酸である。ωー３とω― 6 脂肪酸の
摂取割合は、体内における脂肪の代謝に影響をも
たらし、特にωー３脂肪酸は食餌から摂取しにく
いことから、アスリートに積極的な摂取を推奨し
ている。ωー３脂肪酸はエネルギー基質として利
用されるが、脂肪全体のエネルギー利用を亢進す
るものとして期待されている。本試験は、成人男
性にωー３脂肪酸および対照として、一般的な脂
肪酸を摂取させて長距離運動（60 分の持久走）
を実施し、その後のタイムトライアル（5 ㎞）や
脂肪代謝に関連する生理的指標を比較し、その効
果について検討したものである。タイムトライア
ルの結果は、両群間に差はみられなかった。呼吸
商は、ωー３脂肪酸摂取のグループが有意に小さ
い結果 (P < 0.05) であった。呼吸商は酸素消費量
に対する二酸化炭素排出量の体積比であり、炭水
化物がエネルギーとして利用されたときその値は
１であり、脂肪の場合は 0.8 であることが知られ
ている。すなわち、呼吸商が小さくなるにつれ、
エネルギー利用される炭水化物と脂肪のバランス
において、相対的に脂肪が占める割合が大きくな
ることが示される。今回の結果から、ωー３摂取
により、脂肪のエネルギー利用が亢進することが
示された。ウマにおいて、ω― 3 脂肪酸摂取の抗
酸化作用などへの効果が報告されており、ω― 3
脂肪酸を主材料とした配合飼料やサプリメントが
市販されている。競走馬（短時間の高強度運動を
おこなう）のパフォーマンスに対するω―3 脂肪
酸摂取の効果は期待しにくいが、国内で普及しつ
つあるエンデュランス競技馬への効果は期待でき
るかもしれない。

○温暖環境下における休息間のアイススラリー摂
取が間欠的運動能力に及ぼす影響

鬼塚純玲ら（広島大学）
　運動に伴い、筋肉内でエネルギーが生成される
とき、大量の熱が発生する。筋肉により生成され
た熱は、周囲に伝導し体温が上昇する。体温上昇
を抑制するため、皮膚の血流量は増加する。パ
フォーマンスを発揮するため、筋肉内へ酸素や栄
養を運搬する血流が優先されることが望ましい。
運動中に外部から体を冷却する場合、筋肉が冷却
され、筋肉内への血流が低下する懸念がある。ア
イススラリーとは、科学的に水や氷を結晶化した
物質である。アスリートの間では、体温を下げる
効果のある飲料として、近年注目されている。ア
イススラリーを摂取することで体の核心温を下
げ、血液温度を低下させる効果が期待できる。ま
た、体温上昇の抑制のための皮膚への血流増を減
少させ、筋肉への血流を確保する効果が期待され
る。長距離競技の選手は試合の途中で飲水が許さ
れているため、アイススラリーの摂取により、体
温の上昇が抑制される効果が期待されている。
　運動中における、アイススラリー摂取の効果は、
既に多数報告されている。本報告は、運動と運動
のインターバルにおいて、アイススラリーを摂取
したときの効果を検討したものである。自転車エ
ルゴメータ運動のインターバルでアイススラリー
を摂取し、運動に関連した生理的指標や主観的指
標（主観的運動強度、温熱感覚 ) について、その
効果を検討した。パフォーマンスに関する指標に
は、大きな差が見られなかった。しかし、コント
ロールに比べて、アイススラリーの摂取により、
直腸温が有意に低くなった。また、アイススラリー
の摂取により、主観的な疲労感が少ない結果と
なった。競走馬におけるアイススラリー摂取の報
告はないが、ウマに与える場合、水と同様な感覚
でアイススラリーを摂取するのかは疑問である。
しかしながら、アイススラリーの摂取が、主観的
な疲労感の低減に有効であった結果は興味深かっ
た。競走馬がアイススラリーを摂取した結果、運
動による疲労感が低減されるなら、有用な給水方
法として、評価することができる。

（松井　朗）
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