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球節以下の各種疾病に対する馬用立位MRI検査の応用

○溝部文彬・岡田　淳・新崎裕太・野村基惟・立野大樹・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
以前は全身麻酔下での高磁場MRI検査が一般的で
あったが、立位MRI検査は鎮静下で実施可能であ
るという利点を有する。立位MRI装置の撮影可能
部位は下肢部に限られるが、骨や腱、靭帯の詳細な
評価が可能で、従来の検査機器では描出が難しい
蹄内部の構造を立体的に観察できるなど、高い診
断精度が特徴となる。今回我々は、サラブレッド種
競走馬に多くみられる球節以下の各種疾病に対
し、立位MRI装置を用いた診断法を検討した。

【材料と方法】
　跛行を主訴とする栗東TC在厩の2～6歳のサラ
ブレッド種競走馬15頭に対し、蹄部または繋部の
立位MRI検査を実施した（図1）。装置はイギリス製
のHallmarq Equine Limbscanner®（オープンガン
トリー式、0.27テスラ永久磁石）を使用した（図
2）。撮影部位を絞り込むため、必要な症例につい
てはメピバカイン（2%）による診断麻酔を実施し
た。画像に干渉しうる金属性異物を除去するため、
検査前に患肢の蹄鉄を除去し、X線検査にて蹄壁
内に金属性異物が無いことを確認した。撮影に適
した鎮静状態を得るため、撮影前にメデトミジン
（5.0 μg/kg）を静脈内投与し、撮影中は鎮静状態
に応じてメデトミジン（0.2 μg/kg）を適宜静脈内
に追加投与した。その後、T1強調、T2強調および脂
肪抑制画像を標準撮影条件として設定し、各々の
条件で矢状断面、前頭断面および横断面を撮影し
た。

【結果】
　撮影部位の内訳は蹄部が9頭、繋部が6頭であっ
た。蹄部の立位MRI検査では、蹄膿瘍5頭（図3）、第
3指骨々折1頭、 状骨々折1頭、蟻洞1頭および異
常所見無しが1頭であった。繋部の立位MRI検査で

は、斜種子骨靭帯炎3頭（図4）、繋部浅屈腱炎1頭、
近位指節間関節側副靭帯炎1頭および靭帯損傷を
伴わない繋部打撲傷1頭であった。撮影所要時間
はMRI室入室後40分から75分であった。なお、検
査中の事故は無かった。また、金属性異物の蹄壁内
残存による画像の歪みを2頭で認めた（図5）。

【考察】
　サラブレッド種競走馬の球節以下の各種疾病に
対して、諸外国の報告と同様に、立位MRI検査での
診断応用が可能であった。Hal lmarq Equine  
Limbscanner®は、鎮静下で比較的簡便に検査が実
施できるため、現役競走馬に対する診断機器とし
て有用であることがわかった。また、X線検査や超
音波検査といった従来の検査機器では描出が困難
であるが、立位MRI検査により確定診断が可能で
あった症例が存在した。今後は撮影部位や診断対
象疾病を拡大して応用を図るとともに、読影精度
を高め、立位MRI検査のさらなる普及と活用を目
指したい。
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図1　立位MRI検査の様子 図4　斜種子骨靭帯炎の一例

図2　検査に用いた立位MRI装置
Hallmarq Equine Limbscanner® 図5　金属性異物による画像の歪み

図3　蹄膿瘍の一例
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馬用立位MRI検査による蹄疾患の診断

○津田佳典・溝部文彬・栗東装蹄室・岡田　淳・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　蹄内部の疾患の多くはX線検査による画像診断
や、蹄鉗子を用いる経験的な診断が一般的である。
X線検査は、蹄壁や骨の状態を確認するには有用
な検査方法であるが、腱や靭帯などの軟部組織は
描出できないため、靭帯付着部などの状態確認は
できない。2013年12月、栗東トレーニング・セン
ターに日本初の馬用立位MRI装置が導入され、蹄
内部の詳細な撮影が可能となった。そこで今回
我々は、そのような蹄内部の疾患に関する詳細な
状況把握を目的に立位MRI検査を実施し、装蹄療
法に繋がる知見を得たので紹介する。

【材料と方法】
　蹄疾患による跛行を主訴とする2～6歳の競走
馬9頭（サラブレッド種）および乗用馬2頭（ハノー
バー種17歳、日本スポーツ種11歳）に対して、X線
検査および立位MRI検査を実施した。立位MRI装
置 は イギリス製の H a l l m a r q  E q u i n e  
Limbscanner®（オープンガントリー式、0.27テス
ラ永久磁石）を使用した。撮影画像はT1強調、T2強
調および脂肪抑制画像を標準撮影条件として設定
し、各々の条件で矢状断面、前頭断面および横断面
を撮影した。蹄疾患ごとにX線画像とMRI画像を照
らし合わせ、各々の有用性を検討し、必要な症例に
対しては装蹄療法を実施した。

【結果と考察】
　蹄疾患の内訳は競走馬で挫跖が5頭、蟻洞が1頭
およびその他3頭、乗用馬では 嚢炎が2頭であっ
た。蹄疾患別に見比べたところ、挫跖においては、
X線画像では病変部の特定が困難であったが、MRI
画像ではガス貯留と推察された病変部を描出する
ことができた症例が存在した（図1）。また、立位
MRI検査により、3次元的な画像診断が可能となっ
たことで、蹄における病変部の位置特定が容易と
なった。したがって、蹄穿孔術の最適部位を選考す

る上で、立位MRI検査は有用な検査方法であると
考えられる(図2)。 嚢炎症例では、X線画像による
病変の確認は困難であったが、MRI画像により蹄
内部の異常所見を確認することができた(図3、図
4)。このことから、立位MRI検査は蹄内部の状態把
握に有用な検査方法であると考えられる。蟻洞症
例においては、両画像診断法に差異は認められな
かった(図5)。
　今回の結果により、立位MRI検査でしか描出で
きない病変が存在することが明らかとなり、これ
まで確認できなかった蹄内部の病変に対しての診
断も可能であることが示唆された。立位MRI検査
が新たな検査方法として加わったことで、今後は
蹄疾患の状況を詳細に把握した上で、診断や治療
および装蹄療法を実施できるものと期待される。
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図1 図4

図2 図5

図3
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超音波エラストグラフィの浅屈腱炎診断への応用に関する研究
（第2報）

○田村周久・笠嶋快周(総研)・浅野寛文・石川裕博(常磐)・加藤智弘・額田紀雄(栗東)

【背景と目的】
　超音波エラストグラフィ(RTE)は、Bモードで得
られる組織の構造的な情報に、組織の力学的な情
報（歪みや硬さ）を付与する診断法である（図1）。
　浅屈腱炎発症例のリハビリにおいて、損傷腱の
力学的な回復を把握することは、修復途上の組織
に対する過度な運動負荷に起因する浅屈腱炎の再
発症の予防に有用である。
　既に第53回本研究発表会において、リハビリ初
期・中期・後期という組織修復のステージが明らか
に異なる3時期の損傷腱にRTEを応用した結果、こ
れらの硬さの相違を推測どおりに評価できること
を報告した。
　しかし、同一損傷腱の経時的な硬さの変化につ
いては明らかでなかった。そこで本研究では、同一
個体の損傷腱にRTEを定期的に実施することで、
修復の進行に合致した腱組織の力学的な回復を評
価できるか検討した。

【材料と方法】
　常磐支所において規定のリハビリテーションを
受けている6頭の浅屈腱炎発症例(サラブレッド
種)に対し、発症から40週までの期間、Bモードお
よびRTEによる超音波検査を概ね4週毎に実施し
た（図2）。
　腱損傷部の修復に関する指標として、Bモードで
はグレースケール比(GR：損傷部と周囲の健常部の
エコー輝度の比)を、RTEではストレイン比(SR：損
傷部と基準になり得るゲルカプラーのひずみの
比)を測定した。またRTEでは、腱損傷部の硬さを色
調で評価する色調評価法(CSG：1＝青色から緑色・
硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・柔らかい)
を併せて実施した。
　個体別に各回の検査の成績と最終検査の成績を
比較した。

【結果】
　GRは発症から8週間以内に急上昇し、その後変
化しなかった。各時期と40週目の間の有意差は6
週目まで認められた（図3）。
　SRは40週目まで徐々に上昇し、最終検査との間
の有意差は、20週目を除く全ての時期で認められ
た（図3）。
　CSGは徐々に減少し、13週目までは40週目との
間に有意差が認められた（図4）。

【考察】
　SRとCSGの推移は、修復の進行に合致した腱組
織の力学的な回復をRTEで評価できたことを示唆
している。前回の報告と同様に、Bモードでは損傷
部の評価が困難であっても、RTEで得られる硬さ
を指標に加えることで、その評価が可能になった。
　特に本研究では、損傷部の瘢痕形成が進む過程
にある8週目以降において、GRの推移とSRおよび
CSGの推移が異なることが明らかになったことか
ら、安全なリハビリの実施には、8週目以降のRTE
を用いた定期的な組織修復の評価が重要であると
考えられた。
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図1　超音波エラストグラフィについて 図3　GRとSRの結果

図2　材料と方法 図4　CSGの結果
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屈腱炎の治癒過程における腱組織内微小血管の動態とその予後

○浅野寛文・石川裕博（常磐）・加藤智弘（栗東）・田村周久・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　損傷後の腱組織内では微小血管が新生され、細
胞浸潤、液性因子、成長因子、栄養の誘導など組織
修復に重要な役割を果たしている。一昨年の本研
究発表会において、田村らは屈腱炎発症後の腱内
に新生された血管の数や太さに基づいてスコアを
算出し（以下、血管スコア）、その経時的変化から組
織修復の進行が推定可能であると報告した。今回
我々は、リハビリ期間中の屈腱炎発症馬の血管の
状態を定期的に観察し、血管スコアの推移とその
症例の予後について調査を行ったので概要を報告
する。

【材料と方法】
　2011年～2013年に美浦および栗東トレーニン
グ・センターにおいて浅屈腱炎と診断され、発症後
間もなく常磐支所に入所した競走馬14頭（牡12
頭、牝2頭、平均年齢4.6歳）を対象とした。入所後は
速やかに初回のエコー検査を行い、療養中はエ
コー検査を1週間～1ヵ月間隔で実施した。検査は
Bモードとパワードップラー法を用いて、最大傷害
部位（MIZ）における血管スコア（0～4の5段階）を
記録した。そして、血管スコアが60日以内に1以下
まで減少したⅠ群（8頭）と、1以下まで減少するの
に90日～180日を要したⅡ群（6頭）に分け（図1）、
競走復帰の有無、発症から競走復帰までに要した
日数、復帰後の出走回数等を比較した。

【結果】
　初回のエコー検査では、全症例でコア型の低エ
コー像および腱組織内に血管スコア2以上の新生
血管を認め、その平均はⅠ群3.1、Ⅱ群3.3であっ
た。最大損傷部位の平均損傷率はⅠ群22.9%、Ⅱ群
25.4%、低エコー部消失までの平均期間はⅠ群
72.9日、Ⅱ群86.8日であり、両群に有意差は認めら
れなかった。また、各群の競走復帰率は87.5%（7/8
頭）、33.3%（2/6頭）、発症から競走復帰までに要し

た平均日数は389.9日、545.5日、復帰後の平均出
走回数は3.6回、1.0回であった（図2）。また、当支所
で馬場調教時まで療養していた9頭において、馬
場調教後に血管スコアが急上昇（図3）したのはⅠ
群では4頭中1頭であったのに対し、Ⅱ群では5頭
中4頭だった（図4）。

【考察】
　発症後、比較的速やかに血管スコアが低下した
Ⅰ群の競走復帰率はⅡ群よりも高い傾向にあっ
た。また、Ⅰ群で馬場調教後に血管スコアの急上昇
を認めた症例は少なく、反対に血管スコアの低下
に長期間要したⅡ群では、馬場調教後の血管スコ
アの急上昇を多くの症例で認めた。このことから、
発症後、比較的速やかに血管スコアが低下した症
例は血管スコアの低下に長期間要した症例より
も、良好な予後が期待できると示唆された。
　今回の結果から、リハビリ中の腱組織内微小血
管の動態は屈腱炎の予後を判定する上での一つの
指標になるのではないかと考えられた。今後はさ
らに症例数を増やし、腱組織内微小血管の動態と
予後の関連性について検証を重ねていきたい。
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図1　血管スコアの推移 図3　リハビリ後期の血管スコアの推移

図2　結果１ 図4　結果2
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胃に隣接して巨大な膿瘍を形成した1症例

○小平和道・平間あき子・小林　稔・関　一洋（美浦）
越智章仁・上野孝範（栃木）・川崎和巳（美浦）

【はじめに】
　ウマの腹腔内膿瘍は、全身性の細菌感染、外傷、
消化管の潰瘍あるいは穿孔などが主な原因とさ
れ、肝臓、脾臓、腎臓などの実質臓器や直腸周囲、リ
ンパ節などでの発生が報告されている。一般的に、
腹腔内にある膿瘍を生前に診断することは容易で
はなく、治療が奏功せず予後不良となるケースも
少なくない。今回我々は、発生部位としては珍しく
胃に隣接して巨大な膿瘍を形成し安楽死となった
症例に遭遇したので、その概要を報告する。　　　
　　
【症例馬の概要】
　症例はサラブレッド種競走馬（雄、4歳）で、放牧
先の牧場において発熱を伴う疝痛症状が2日間継
続したため美浦トレーニング・センターに搬入さ
れた（第1病日）。約40℃の発熱、白血球数の減少
（2,900cells/μl）、血清アミロイドA濃度の上昇な
どの所見から腸炎が最も疑われたため、セファロ
チン、ポリミキシンBおよびフルニキシンの全身投
与を開始した。しかしながら、第3病日に行ったエ
コー検査および直腸検査において腸管の変位が疑
われたことから、第4病日に開腹手術が実施され、
左側結腸の右方変位および近位空腸の肝臓への癒
着が認められた。第6病日には、左側第11―13肋間
において胃と脾臓の間に混合エコー像が確認さ
れ、経時的に描出される範囲が拡大した（図1）。第
16病日に左陰嚢の腫大および硬化が出現し、第30
病日には重度の疝痛症状を示したため安楽死と
なった。病理解剖において、腹腔内の実質臓器や腸
管を巻き込んだ線維性癒着に加えて、胃の尾側に
隣接する直径約30cmの巨大膿瘍が確認された（図
2）。膿瘍壁は胃の漿膜面と連続していたが（図3）、
膿瘍形成の原因を特定することはできなかった。
また、腫大した左陰嚢内にも膿瘍が形成されてい
た。

【考察】
　本症例では、初診時に細菌感染を疑う所見が得
られたこと、術後間もない時期のエコー検査にお
いて胃と脾臓の間に混合エコー像が確認されたこ
とから、手術前後のタイミングで膿瘍の形成が始
まっていたと推察された。しかしながら、本症例の
膿瘍は腹腔内でも検査が難しい胃周囲に発生し、
かつ胃に強固に付着していたため、生前に診断す
ることは難しく、外科的切除を行うこともほぼ不
可能であったと考えられる。そのため、適切な抗生
物質の選択・投与といった内科療法が極めて重要
であり、腹腔内の状態を正確に把握するために定
期的な腹水検査を行うべきであった。本症例のよ
うに、腹膜炎あるいは細菌感染を併発している急
性腹症のウマに対しては、腹腔内膿瘍も念頭にお
いた注意深い診断ならびに各種検査結果に基づく
適切な治療が重要であると考えられた。
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図1　胃と脾臓の間の混合エコー像

図2　胃に隣接する巨大膿瘍

図3　膿瘍壁の病理組織所見
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オールアウト走がサラブレッド種の白血球系細胞
における遺伝子発現に及ぼす影響

○戸崎晃明・栫　裕永・廣田桂一・側原　仁（競理研）
間　弘子（総研）

【背景と目的】
　網羅的に遺伝子発現を調査できるトランスクリ
プトーム解析（図1）は、ヒトにおいて疾病のメカ
ニズムや薬物代謝の影響など、様々な生理現象の
解明に利用されている。そのため、この解析法は、
ウマの運動負荷に伴う生体応答のモニタリングと
しても応用できると期待される。そこで、本研究に
おいては、サラブレッド種にオールアウト走を負
荷し、トランスクリプトーム解析によって白血球
系細胞で発現変動する遺伝子の探索を目的とし
た。

【材料と方法】
　6頭のサラブレッド種に対し、ウマ用トレッド
ミルを使用して常歩（4 m/s）、速歩（6 m/s）、駈歩
（8 m/s、10 m/s、12 m/s、13 m/s）の順にオールア
ウトまで運動を負荷した（図2）。運動前、直後、4時
間後および24時間後の4時点で静脈血を採取し、
トランスクリプトーム解析を実施した（図3）。具
体的には、まず43,603プローブ（15,429遺伝子）の
発現を解析し、主成分々析によって変動傾向を分
析した。次に、K-meansクラスタリングによって類
似の発現変動を示す群を抽出した。また、血球数の
変動も調査した。

【結果と考察】
　24サンプル（6頭×4時点）において発現変動を
解析した結果、白血球系細胞に26,830プローブ
（9,683遺伝子）の発現がみられた。主成分々析の
結果では、概ね採取時点の相違によって分類され
る傾向が認められた。
　第1段階K-meansクラスタリングにより、同様に
経時的に変動するプローブとして、発現変動が軽
微な群、運動直後に増加した群、運動4時間後に増
加した群および運動4時間後に減少した群に分類

された（図4）。第2段階K-meansクラスタリングに
より、再現性が高いプローブ群が抽出され、運動4
時間後に遺伝子発現が増加した群は、特に顕著な
変動を示した。すなわち、この群にはMMP8や
Protein S100-A8など、好中球の遊走や活性化に関
与する遺伝子が含有されていた（図5）。
　血球数の推移においては、赤血球数では運動直
後に顕著に増加し、4時間後には運動前と同水準
まで減少した。一方、白血球数では運動直後に増加
し、その後、徐々に減少していった（図6）。
　以上のことから、高い運動強度を負荷したオー
ルアウト走においては、生体内に炎症応答が誘起
され、その過程において好中球の誘導あるいは機
能の活性化が起こった可能性が示唆された。トラ
ンスクリプトーム解析の応用により、調教による
オーバーワークを評価できる可能性があるが、そ
のためには競走馬を用いた詳細な調査が必要であ
ろう。
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図1　トランスクリプトーム解析 図4　第１段階クラスタリング

図2　研究デザイン 図5　第２段階クラスタリング

図3　研究デザイン 図6　運動負荷前後における血球数の推移
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GPSレコーダーを用いた調教パターンの解析
および消費カロリーの推定

○野村基惟・栗東検査課（栗東）・前田達哉・美浦検査課（美浦）
高橋敏之・間　弘子（総研）

【背景と目的】
　これまでに世界各国で行われた競走馬の調教に
関する調査は、内容をノートに記録したり、聞き取
りで概要を把握するにとどまっており、正確性や
客観性に問題があった。本会においてもGPS機器
を用いて強調教時の運動解析を実施した実績があ
るが、長期間の調教全体のパターンについては調
査実績が無い。近年GPS機器の利用と開発が進み、
位置情報の経時的な記録に加え、動作を感知する
センサーにより電源が入る仕様の機器が市販され
ている。この機能によりバッテリーの消費を抑え
ることで、1度の充電で数日間の位置情報が記録
可能となった。
　そこで本調査ではGPSレコーダーを活用し、競
走馬の調教パターンを従来の方法よりも詳細に、
かつ長期間記録することを目的とした。また、記録
された走行速度や運動距離などの調教データから
運動による消費カロリーおよび1日の総消費カロ
リーを推定し、給与飼料のカロリーと比較するこ
とも目的とした。

【材料と方法】
　2012年1月から2014年9月の33ヶ月間に、JRA
トレーニング・センターにて出走を目的に調教さ
れている競走馬のうち、任意の38厩舎（美浦22、栗
東16）を選択し、各厩舎概ね10頭の調教内容を調
査対象とした。GPSレコーダーとしてTransystem
社の747pro（写真1）を使用し、各馬の全調教時間
帯において機器を携帯させ、約1ヶ月間の調教に
ついて継続的にデータを収集した。その後データ
を処理し、厩舎ごとの走行速度・総運動距離・総運
動時間・使用馬場の傾向などについて解析した。
（図1）
　また、このうち23厩舎（美浦17、栗東6）につい
て、解析結果をもとに運動による消費カロリーな

らびに1日の総消費カロリーを推定し、別で調査
した1日の総給与カロリーと比較した。（図2）

【結果】
　GPSレコーダーを5-7日ごとに交換することで、
競走馬の長期間の調教データを記録することがで
きた。本調査における平均値は、①総運動距離
(10,949 m)・②総運動時間(1時間30分)であった。
これより推定されるカロリーは、③運動時カロ
リー消費(5,891 ‒ 6,758 kcal)・④総カロリー消費
(23,158 ‒ 30,935 kcal)・⑤総カロリー給与量
(25,486 kcal)であった。（図3）

【考察】
　GPSレコーダーを用いた本調査により、競走馬
における調教パターンを詳細に解析することがで
きた。このことにより、美浦・栗東トレセン間、ある
いは各厩舎間の調教パターンの比較検討を行うこ
とが可能となった。また、調教データから推定した
消費カロリーは、給与カロリーと概ね一致した。調
査結果、ならびに歩法ごとに推定した消費カロ
リーは、運動内容に合わせた飼料調整の参考デー
タとして利用できる可能性が示唆された。
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写真1　Transystem社製 747Pro 図3　調査結果の平均値

図1　運動内容の解析例

図2　運動による消費カロリーの推定例
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GPSレコーダーを用いた両トレーニング・センターにおける
調教パターンおよび調教量の比較

○前田達哉・美浦検査課（美浦）・野村基惟・栗東検査課（栗東）
高橋敏之・間　弘子（総研）

【はじめに】
　以前より美浦および栗東トレーニング・セン
ター（トレセン）における調教パターンや調教量に
は相違があるといわれていたが、これまで日々の
調教に関する詳細なデータを記録し、比較した報
告はなかった。そこで今回我々は、GPSレコーダー
を用いることで各トレセンにおける調教パターン
および調教量の特徴を明らかにするとともに、両
トレセン間の比較を行った。

【材料と方法】
　2012年1月から2014年9月にかけ、美浦22厩
舎・栗東16厩舎について調査した。1厩舎あたり10
頭程度を調査対象とした。調査期間は4週間とし
た。GPSレコーダーは、Transystem社の747proを
使用した。GPSレコーダーを調教ゼッケンに取り
付け、使用馬場、運動速度および距離を記録した。
これらのデータから、厩舎ごとに使用馬場の傾向
などについて解析するとともに、総運動距離や各
速度における運動距離、調教前後の常歩運動時間
の平均値を算出した。また、厩舎ごとの集計値から
両トレセンにおける平均値を算出して比較した。
　　　　　　　  
【結果】
　両トレセンでの馬場の使用割合は美浦が坂路
49.1％、ダート33.5％、ウッドチップ14.0％、ポリ
トラック1.6％であり、栗東が坂路63.6％、ダート
8.4％、ウッドチップ18.7％、ポリトラック8.7％
（図１）であった。追い切りに限定すると、美浦が坂
路50.9％、ダート7.6％、ウッドチップ36.3％、ポリ
トラック4.8％であり、栗東が坂路62.3％、ダート
1.8％、ウッドチップ22.3％、ポリトラック12.8％
（図2）であった。平均総運動距離は美浦が
11,740m、栗東が9,860mであった。強い調教であ
る襲歩および速い駈歩(15-29sec/f)運動の平均距

離は美浦が247m、1,568mに対し、栗東が232m、
1,039mであった。調教前後の常歩運動は、美浦で
は約50分(4,875m)および約27分(2,722m)であっ
たのに対し、栗東では約35分(3,425m)および約33
分(3,152m)であった。

【考察】
　両トレセンの使用馬場は坂路が主体であり、美
浦ではダート、栗東ではポリトラックの使用割合
が高かった。平均総運動距離は美浦が約2,000m長
く、調教前の常歩運動が長いことが大きな要因で
あった。強い調教に限定すると、襲歩の平均距離は
両トレセン間に差は認められなかったが、速い駈
歩の平均距離は美浦の方が長いため、運動負荷は
美浦の方が高いと思われる。
　今回の調査により、両トレセンの調教パターン
および調教量が明らかとなった。各々の厩舎が今
回得られた平均的な調教パターン及び調教量を自
厩舎と比較することにより、自厩舎の調教方法の
特徴が把握でき、調教パターンを考える上での参
考になると思われた。
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図１　使用馬場の傾向（調教全体）

 図２　使用馬場の傾向（追い切り）
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低酸素および常酸素環境下における
高強度運動時の呼吸循環機能

○大村　一・向井和隆・松井　朗・間　弘子・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　サラブレッドは非常に高い有酸素運動能力を持
つが、激運動時には酸素供給が不足するため、低酸
素血症になることが知られている。また、十分な酸
素を供給するために高酸素下で激しい運動を行っ
た場合、そのピークの酸素摂取量は増加する。一
方、常酸素下においても低酸素血症を示すが、低酸
素下での運動ではより著しい低酸素血症をもたら
すものと考えられる。本研究では、低酸素下および
常酸素下におけるオールアウト走での馬の呼吸循
環機能について酸素を多給した高酸素下での状態
と比較することで、その特徴を明らかにすること
を目的とした。

【材料と方法】
　５頭のよくトレーニングされた馬を用いて110
秒間を目標としたオールアウト走を常酸素下(NO
群; 酸素=21%)、低酸素下(HO群; 酸素=15%)で行っ
た。さらに２走させ、１走はNO群と同じスピード
で高酸素下(HrO-NO群; 酸素=28.8%)、もう１走は
HO群と同じスピードで常酸素下(NO-HO群; 酸素
=21%)で行った。以上の４走は異なる日に行い、酸
素摂取量、心拍数、一回拍出量、心拍出量、動脈血酸
素分圧などの呼吸循環機能について測定を行っ
た。データは分散分析により有意差を検定した。

【結果】
　走行時間とスピードはそれぞれHO 群で103 ± 
14秒、12.6 ± 0.5m/s、NO群で112 ± 17秒、14.0 
± 0.5m/sであった。ピークの酸素摂取量はHO群
がNO群より有意に低く(120 vs 165 ml/kg/min)、
HrO-NO群のピーク酸素摂取量（194 ml/kg/min）
はNO群のそれよりも有意に高かった（図1）。動脈
血酸素分圧と酸素飽和度は、いずれも14m/sで走
行したHrO-NO群とNO 群の間で有意差が認めら
れ、いずれも12.6m/sで走行したHO 群とNO-HO 

群の間で有意差が認められた。また、動脈血酸素分
圧と酸素飽和度は、いずれもオールアウト走であ
るHO 群とNO群の間でも有意差が認められた（図
2）。心拍数、一回拍出量および心拍出量（図3）には
差が無かった。

【考察】
　低酸素下でのオールアウト走は常酸素下での
オールアウト走より著しい低酸素血症をもたらす
ことが明らかとなった。また、高酸素下のピーク酸
素摂取量は常酸素下の最大酸素摂取量よりも高
く、末梢組織により多くの酸素を供給しているこ
とが明らかとなった。吸入酸素濃度の違いは心拍
出量に変化をもたらさなかったことから、ピーク
酸素摂取量の違いは血液酸素濃度の差であること
が明らかとなった。これらのことから、低酸素下や
高酸素下でのトレーニングは、常酸素下のトレー
ニングでは与えることができない刺激を末梢組織
に与えることができると考えられた。
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低酸素下での高強度トレーニングは
サラブレッドのパフォーマンスと有酸素能力を向上させる

○向井和隆・大村　一・松井　朗・間　弘子・高橋敏之（総研）
James H. Jones（カリフォルニア大学デービス校）

【背景と目的】
　ヒトのアスリートにおいて、低酸素トレーニン
グは有酸素能力やパフォーマンスを向上させる手
段としてよく知られている。トレーニング中に低
酸素刺激にさらされると、常酸素下と比べて、生理
的トレーニング適応が高まり、より大きなパ
フォーマンス向上につながる可能性がある。しか
し、サラブレッドでは運動中に脾臓血が放出され
て、赤血球数が多くなることから、低酸素トレーニ
ングの効果を疑問視する研究者もおり、低酸素ト
レーニングに関する研究は進んでいない。そこで、
我々は低酸素下での高強度トレーニングがサラブ
レッドの有酸素能力やパフォーマンスを向上させ
るという仮説を立て、検証した。

【材料と方法】
　8頭のトレーニングされていないサラブレッド
（去勢雄5頭、雌3頭；6.5 ± 0.6 歳；502 ± 5 kg）を
用いて、ランダム化されたクロスオーバー試験を
実施した。低酸素下（H, 15%）または常酸素下（N, 
21%）で週3回、4週間のトレッドミルトレーニン
グを実施し、各トレーニング期の間隔は4ヶ月空
けて十分な休養期間を確保した（図1）。低酸素状
態は、ウマにオープンフローのマスクを装着し、そ
の上流から大量の窒素を流すことで作成した（図
1）。各トレーニング期の前後に、常酸素下におい
て、傾斜6%のトレッドミル上で漸増運動負荷試験
を実施し、オールアウトまでの走行時間、最大酸素
摂取量（VO2max）、VO2maxに達するときの速度
（100% VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定
した。トレーニングは、常酸素下で算出した100% 
VO2maxの速度（11.7 ± 0.2 m/s）で、低酸素下また
は常酸素下において2分間走行させた（図1）。ト
レーニング主運動中に動脈および混合静脈血をサ
ンプリングし、血液ガスを測定した。

【結果】
　トレーニング主運動中、N群に比べて、H群の動
脈および混合静脈血酸素飽和度、動脈血酸素分圧
は有意に低かった（図2; P < 0.05）。4週間のトレー
ニング後、H群はN群に比べ、運動負荷試験での走
行時間 (H, +28.4%; N, +10.4%) 、VO2max（H, 
+12.1%; N, +2.6%）、オールアウト時の心拍出量（H, 
+11.3%; N, -1.7%）および1回拍出量（H, +5.4%; N, 
-5.5%）は高値を示した（図3 A, B; P < 0.05）。オー
ルアウト時のヘモグロビン濃度、動静脈酸素含量
較差、最大心拍数に達するときの速度（VHRmax）およ
び血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達するときの速度
（VLA4）は両群間に有意差はなかった（図3 C, D）。

【考察】
　マラソン選手では、Live High - Train High（高地
に住み、高地でトレーニングする）またはLive 
High - Train Low（高地に住み、低地でトレーニン
グする）と呼ばれる長時間低酸素曝露を伴う低酸
素トレーニングを実施し、赤血球数やヘモグロビ
ン濃度の増加を期待することが一般的である。本
研究では、競馬において高強度での運動能力が要
求されることおよびサラブレッドの運動時の赤血
球数が多いことを考慮して、Live Low - Train High
（低地に住み、高地でトレーニングする）と呼ばれ
る手法を用いた。その結果、短時間の低酸素下での
トレーニングによって、常酸素下よりパフォーマ
ンスと有酸素能力が大幅に向上した。低酸素環境
への曝露時間が短いこともあり、ヘモグロビン濃
度は変化しなかったが、トレーニング中の低酸素
刺激により、心拍出量や1回拍出量が増加したこ
とが最大酸素摂取量の増加、さらには走行パ
フォーマンスの向上につながったと考えられる。
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図1　トレーニングプログラム、トレーニングメ
ニューとトレーニングの様子

B: オールアウト時の心拍出量と1回拍出量

図2　トレーニング主運動中の血液ガスデータ
*群間に有意差あり（P < 0.05）

C: オールアウト時のヘモグロビン濃度と動静脈酸
素含量較差

図3　4週間のトレーニング前後の各指標
*群間に有意差あり（P < 0.05）。
A: 走行時間と最大酸素摂取量

D: VHRmax（最大心拍数のときの速度）とVLA4（血漿乳
酸濃度が4 mmol/lのときの速度）
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競走中に発症した腕節構成骨々折と
調教内容との関連性について

○福田健太郎・高橋敏之・桑野睦敏（総研）

【背景と目的】
　平地競走中に発症する腕節構成骨々折の発症要
因としては、所属トレーニング・センター、競走距
離、馬体重、年齢、競走条件、特にダート競走におい
ては馬場状態が挙げられることが、昨年の本発表
会で明らかにされた。しかし、これらの発症要因を
変更して骨折の予防につなげることは困難であ
る。一方、調教内容については、競走馬の状態や目
標に応じて容易に変更可能であり、競走中の腕節
構成骨々折を誘発するような調教パターンが明ら
かになれば、予防のための調教メニューの変更が
可能となる。しかし、調教に関連する要因と腕節構
成骨々折発症との関連性については、今まで検討
されていなかった。そこで今回、調教内容と腕節構
成骨々折発症との関連性を明らかにすることを目
的として統計学的解析を行った。

【材料と方法】
　調査対象馬は2012～2013年に中央競馬の平地
競走に出走したJRA所属馬(○地 を除く）とした。3ヶ
月以上の事故見舞金対象となる腕節構成骨々折
（副手根骨を除く）を初めて発症した馬（736頭）が
発症時に出走した競走の出走馬から、発症馬1頭
につき無作為に2頭の馬を抽出し、対照馬（1,472
頭）とした。検討した要因は、年齢（3歳以下 vs 4歳
以上）、性別（牡+セン vs 牝）、馬体重、発症レース出
走週追い切り馬場、発症レース出走前30日以内に
主に使用した（50％以上使用していた）追い切り
馬場、発症レースまでに主に使用していた（50％
以上使用していた）追い切り馬場、発症レース出走
前30、60、90日以内の追い切り本数（T30、T60、
T90）および出走数（R30、R60、R90）とした。追い
切りとは、最後の1Fを、15秒を切るタイムで走行
した調教のこととした。調教データは競馬ブック
webから収集した。これら各要因に関して単変量
解析および多変量解析を行って関連性を検討し、

オッズ比を算出した。

【結果】
　単変量解析の結果、3歳以下の馬では4歳以上の
馬に比べ有意に発症リスクが高く、オッズ比は
3.007であった。また単変量解析の結果、関連性が
特に疑われた年齢、性別、T30といった各要因を含
めた多変量ロジスティックモデルを検討したが、
疾患発症との関連性は年齢要因以外に認められな
かった。

【考察】
　今回の調査においても、昨年の報告と同様に3
歳以下の馬で有意に高い発症リスクが認められ
た。しかし、その他の調教に関連する要因について
は、競走中の腕節構成骨々折発症との関連性は認
められなかった。これらのことから、JRA各施設に
おける調教内容は、特に追い切りの馬場と頻度に
おいて、競走中の腕節構成骨々折発症に影響しな
い可能性が高いと考えられた。
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表１：発症との関連性が疑われた４要因
　　  尤度比p値0.2以下を「関連性あり」と判断し
　　  た。

【単変量解析の結果】 【多変量解析の結果】

表2：年齢要因の調整オッズ比

表3：性別要因の調整オッズ比

表4：発症レース出走前30日以内の追い切り本数
　　 （T30）要因の調整オッズ比
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アルファキサロンの導入期および覚醒期の臨床特性

○和久野愛・青木基記・久代明日香・前　尚見・小平和道
前田達哉・山﨑洋祐・小野慎吾・齊藤達哉・太田　稔（美浦）

【背景と目的】
　アルファキサロン（Alf）は、中枢神経GABA受容
体に作用する神経ステロイド系麻酔薬であり、本
年2月から国内で販売が開始された。小動物では
良好な麻酔導入が得られ、呼吸循環系への影響も
少ないと報告されており、ウマでも同様の効果が
期待される。そこで今回、ウマの麻酔導入薬として
一般的に使用されているケタミン（Ket）およびチ
オペンタール（Thi）と比較することで、Alfの導入
期および覚醒期における臨床特性を明らかにし
た。

【材料と方法】
　実験にはサラブレッド種6頭（雄4頭・雌2頭：
3.1±0.1歳：436±39 kg）を用いた。メデトミジン
（6.0 µg/kg）およびミダゾラム（20 µg/kg）による
鎮静の10分後に、Alf（1.0 mg/kg）、Ket（2.5 
mg/kg）、Thi（4.0 mg/kg）のいずれかを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低
2週間の休薬期間を設け、同一馬を3回の実験に供
試した。倒馬後は右側臥位とし、体動が出現するま
で5分毎に、心拍数、呼吸数、動脈圧、動脈血ガス分
圧を測定した。倒馬および覚醒の質は、録画された
映像をもとにMamaらの5段階のグレード（G5：
excellent～G1：poor）に基づいてブラインドで評
価した。同時に、麻酔導入薬投与終了時から、倒馬、
体動などの各覚醒所見の出現、および起立までの
時間を記録した。

【結果と考察】
　倒馬Gの中央値は、AlfがG4（G3-5）、KetがG5
（G4-5）、ThiがG4.5（G3-5）で、薬剤間に有意差は認
められなかったが、Alfでは2例で、Thiでは1例で軽
度のパドリングが認められた（Table 1）。投与終了
時から倒馬までの時間は、Ket（68±12秒）がAlf
（47±5秒）およびThi（47±3秒）に比較して有意に

長かった。Alfに特徴的な所見として、倒馬直後か
ら活発な眼振が認められたが、時間の経過ととも
に消失した。3薬剤とも心拍数は25回/分、平均動
脈圧は100 mmHg前後で推移し、循環動態は安全
なレベルで維持された（Figure 1）。また、3薬剤と
も呼吸数は投与前値に比較して有意に減少したも
のの、自発呼吸が消失することはなく、PaCO2も50 
mmHg前後で維持された（Figure 2）。覚醒Gの中央
値は、AlfがG4.5（G3-5）、KetがG3.5（G2-5）、Thiが
G4（G2-5）で、薬剤間に有意差は認められなかった
が、Ketでは興奮を伴い激しく転倒する例が認めら
れた（Table 1）。体動が出現するまでの時間に薬剤
間の有意差は認められなかったが、起立までの時
間は、Alf（47±9分）およびThi（41±10分）がKet
（23±3分）に比較して有意に長かった（Figure 3）。
以上の結果から、競走馬においてAlfは、Ketおよび
Thiと同等の効果と安全性を有する麻酔導入薬で
あることが明らかとなった。
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アルファキサロンの用量依存性の
薬物特性ならびに薬物動態

○久代明日香・和久野愛（美浦）・永田俊一（競理研）
青木基記・太田　稔（美浦）

【背景と目的】
　前演題でアルファキサロン（Alf）の麻酔導入薬
としての有用性が示された。そこで、臨床応用に向
け、さらに詳細な薬物特性の検証を目的として、通
常量（1.0 mg/kg）と2倍量（2.0 mg/kg）のAlfを投
与し、用量依存性の薬物特性とともに、薬物動態に
ついて調査した。

【材料と方法】
　実験にはサラブレッド種7頭（雄6頭・雌1頭：
3.0±0.5歳：460±23 kg）を用いた。メデトメジン
（6.0 µg/kg）およびミダゾラム（20 µg/kg）による
鎮静の10分後に、Alf 1.0 mg/kg（A1.0）あるいは
2.0 mg/kg（A2.0）を静脈内投与し、麻酔導入した。
投与順序はランダムとし、最低1週間の休薬期間
を設け、同一馬を2回の実験に供試した。各測定項
目および評価項目は前演題と同様とした。また、
Alfの薬物動態解析を行うため、Alf投与後2, 4, 6, 
10, 15, 20, 30, 45, 60, 120, 240分および起立直
後に静脈血を採取し、液体クロマトグラフィー・タ
ンデム質量分析法を用いて血漿中Alf濃度を測定
した。

【結果と考察】
　2用量間で倒馬グレードおよび倒馬までの時間
に有意差は認められなかった（A1.0＝G4 [G3-5]，
48±8秒：A2.0＝G5 [G4-5]，37±13秒）。2用量と
も投与10分後の心拍数は25回/分、平均動脈圧は
110 mmHg前後であり、用量依存性の循環抑制は
認められず、高用量でも安定した循環動態が維持
された。一方、投与10分後の呼吸数はA2.0（3±2回
/分）ではA1.0（8±5回/分）と比較して有意に少な
く、それに伴いPaCO2もA2.0（54±1 mmHg）では
A1.0（48±2 mmHg）と比較して有意に高値を示
し、用量依存性の呼吸抑制が認められた（図1）。2

用量間で覚醒グレードに有意差は認められなかっ
たが（A1.0＝G5 [G3-5]：A2.0＝G5 [G3-5]）、起立時
間はA2.0（84±26分）ではA1.0（54±13分）に比較
して有意に延長した（図2）。
　血漿中Alf濃度は、投与後20分までは急速に減少
する分布相と、その後は緩やかに減少する消失相
の2相性の変化を示した。最高血中濃度（Cmax）は
2.9±0.6 μg/mL（A1.0）、5.0±1.8 μg/mL
（A2.0）、濃度̶時間曲線下面積（AUC）は79.1±8.2 
μg*min/mL（A1.0）、136.6±15.5 μg*min/mL
（A2.0）で（図3）、投与量に比例してA2.0では
A1.0の概ね2倍の値を示した。また、分布相半減
期（t1/2α）は4.9±0.8分（A1.0）、4.5±2.0分（A2.0）、
消失相半減期（t1 / 2β）は57.7±8.4分（A1.0）、
57.3±7.5分（A2.0）であり（図3）、投与量の違いに
よる差は認められず、2倍量を投与しても薬物の
代謝や排泄機能に影響を及ぼさないことが示され
た。また、投与後のAlfは速やかに組織に移行し、体
内からの消失も早く、体内での蓄積も少ないこと
が明らかとなり、麻酔導入薬だけではなく麻酔維
持薬としても有用性が期待される。
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図1

図2

図3
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アルファキサロン‐GGE‐メデトミジンによる静脈麻酔法

○青木基記・和久野愛・久代明日香・前　尚見・前田達哉・山﨑洋祐・太田　稔（美浦）

【背景と目的】
　アルファキサロン（Alf）は半減期が短く、迅速に
体内から消失することが知られており、Alfは麻酔
導入薬のみならず麻酔維持薬としての有用性も期
待される。昨年の調査研究発表会において我々は、
去勢術などの短時間外科手術に対する麻酔法とし
て、プロポフォール（Pro）‐GGE‐メデトミジン
（Med）の持続投与による麻酔法（PGM法）について
報告した。そこで今回、PGM法と同様の組み合わ
せでAlfを用いた麻酔法（AGM法）で去勢術を行い、
PGM法を比較対象として、AGM法の臨床有用性を
評価した。

【材料と方法】
　実験には牡のサラブレッド種6頭（2.8±0.4歳：
455±22 kg）を用いた。Med（5.0 μg/kg）および
ブトルファノール（0.02 mg/kg）による鎮静後、
5%GGE（10 mg/kg）およびAlf（1.0 mg/kg）により
倒馬・導入した。直後よりAlf（0.025 mg/kg/min）‐
GGE（1.3 mg/kg/min）‐Med（0.05 μg/kg/min）の
混合液の持続点滴投与により60分間維持した。精
巣および精索をリドカインにて局所麻酔し、麻酔
開始から15～45分の間に半閉鎖法による去勢術
を実施した。手術中の麻酔深度は体動や精巣挙筋
の牽引の有無により評価した。麻酔中は10分間隔
で心拍数、呼吸数、動脈圧および動脈血ガス分圧を
測定した。倒馬および覚醒の質はMamaらの区分
に準じて5段階（G5:excellent～G1:poor）で評価し
た。
　また、Alf投与後15, 30, 45, 60分および起立直
後に静脈血を採取し、血漿中Alf濃度を液体クロマ
トグラフィー・タンデム質量分析法を用いて測定
した。

【結果と考察】
　倒馬グレードはG5が4頭、G4が2頭で、GGEを併
用したことによりパドリングは消失した。手術中

は精巣挙筋の牽引や四肢の動揺は認められず、Alf
の追加投与は必要なかったことから、十分な麻酔
深度が維持されたと評価された。麻酔中の心拍数
は30回/分、平均動脈圧は110 mmHg前後で推移
し、循環動態は安全なレベルで維持された（Figure 
1）。PGM法では浅速呼吸が認められたのに対し、
AGM法では5回/分前後の安定した呼吸が維持さ
れ、換気状態の指標となるPaCO2値も50～55 
mmHg前後で推移した（Figure 2）。起立グレード
はG5が4頭、G4が1頭、G3が1頭で、麻酔終了時から
起立までの時間は58±12分であった。麻酔中の平
均血漿中Alf濃度は概ね1.5～1.8 μg/mLで推移
し、いずれの個体においても経時的な変動はほと
んど認められなかった（Figure 3）。したがって今
回の実験で設定した投与速度は適正であると考え
られた。また、起立時の血漿中Alf濃度は0.5±0.1 
μg/mLまで低下しており、迅速に消失することが
示された。以上のことから、AGM法は競走馬の去
勢術などの短時間外科手術に対して、安全かつ有
用な静脈麻酔法であると考えられた。

Figure  1：循環系の指標
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Figure  2：呼吸系の指標

Figure  3：血漿中アルファキサロン濃度
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芝刈りカスの場内処理の可能性について（第2報）

○今泉信之・浅川敬之・山川博司（施設部）・美濃又哲男（(有)エル・エス研究室）

【背景と目的】
　環境対策の一環として、リサイクルされず焼却
処分されている芝刈りカス（全競馬場で発生する
芝刈りカスの約31%、410トン、平成25年度実績）
を場内処理することを目的にさまざまな検討を
行ってきた。その処分方法の一つとして、一昨年の
本研究発表会において、芝刈りカスのC/N比は土
壌改良材として適正な範囲にあることから、芝刈
りカスを芝試験圃場の路盤に混合し、消滅処理で
きる可能性を示した。
　そこで、本発表では現場環境や作業工程を踏ま
えて、馬場内の芝養成地や芝馬場に芝刈りカスを
混合する際の問題点（腐った刈りカスの使用など）
について試験圃場で検討を行い、また実際に芝養
成地、芝馬場に芝刈りカス混合を行ったので、その
結果について報告する。

【材料と方法】
　供試材料はｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽまたはノシバの刈りカ
スを用いた。試験圃場における試験区は1区画、
1m×1m=1m2で深さ15cmとし、小型耕耘機を用
いて山砂路盤に芝刈りカスを混合した。その上に
ノシバを移植し、ノシバの生育状態を調査した。芝
養成地および芝馬場における調査でも同様に芝刈
りカス混合後のノシバ生育状態を調査するととも
に、芝馬場への導入を見据えて作業機械のサイズ、
面積で試験を実施し、その作業工程、作業効率の確
認を行った。また芝刈りカス混合による芝馬場路
盤への影響を検証するため、硬度測定、透水性試験
を実施した。

【結果と考察】
　通常、芝刈り後の刈りカスは雨ざらしの状態で
一定期間山積みにされ、数日で腐敗した状態とな
る。本研究では、このような芝刈りカスを芝馬場路
盤に混合してもノシバの生育に悪影響がないこと
を確認した（図1、図2）。また芝馬場全体の芝刈り

カス混合を想定したとき、作業上芝刈りカスの偏
り（団塊状など）が生じる可能性がある。そこで最
大限（容積比約80%）の芝刈りカスを混合する実験
を行ったが、このケースでもノシバに生育障害、病
気などの弊害は観察されなかった（図1、図2）。以
上の結果から、想定される芝刈りカスの問題点は
解決できたと考えている。次に、芝養成地、芝馬場
において、実際の芝馬場作業機械を用いて作業工
程に問題がないことを確認し、ノシバの生育状態
は試験圃場と同様に良好であった（図3、図4）。芝
馬場における路盤状態は硬度、透水性において、芝
刈りカス混合の有無で大きな違いがないことを確
認した（図5）。これらの結果から、芝刈りカスを競
馬場の芝養成地や芝馬場に混合することにより、
消滅処理することが可能であると判断した。仮に、
昨年リサイクル処理出来なかった410トンの芝刈
りカス処理には、容積比40%混合処理（深さ15cm）
条件で約2.3万㎡が必要となるが、この面積は東京
競馬場の芝張替え面積に相当し、十分に可能な場
内処分方法であると考えている（図6）。
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図1　各試験区のノシバ生長量の比較(圃場試験)

図２　各試験区のノシバの生育状態(圃場試験)

図3　芝養成地試験におけるノシバの生育状態

図4　本馬場試験における芝の生育状態

図5　芝刈りカス混合による馬場硬度と透水性への影響

図6　まとめ
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当歳馬の肢蹄異常Ⅱ・追跡調査

○田中弘祐・中西信吾(JBBA静内)・高橋敏之(総研)・青木　修(日装)・平賀　敦(栃木)

【背景と目的】
　当歳馬の肢蹄異常に適切に対応するためには、
その矯正技術を高めるとともに関係者の観察能力
を醸成するなど、予防態勢の構築が不可欠である。
昨年の本研究発表会では、当歳馬の先天性あるい
は後天性肢蹄異常の発症状況を第Ⅰ報として報告
した。それら当歳馬の肢蹄異常の予防や対処方法
を知るためには、肢蹄異常の残存性や回復までの
実態を把握する必要がある。そこで、当歳馬の肢蹄
異常の予後について追跡調査したので、その概要
を報告する。

【材料と方法】
　調査対象馬は、北海道日高管内の浦河から門別
までの延べ18牧場で、2008～2012年の5年間に
生産されたサラブレッド種当歳馬247頭（オス
115頭、メス132頭）。調査期間は、生後2週間以内
に初回検査、その後、およそ3週間間隔で、発症や
その症状が落ち着く10月まで継続的に肢蹄の検
査を行った。解析対象肢は、前肢・後肢各494肢で
あり、1月生れは頭数が少ないため、2月に合算し
て解析した。治癒しなかった症例とは、「発症後
120日以上観察可能であった肢の中で、残存した
症例」と定義した。各要因と治癒との関係は、カイ
二乗検定により解析し、5％の危険率で有意とし
た。解析項目は、生れ月、性別、母馬年齢、母馬産数、
発見時Grade、最高Grade、充填剤使用、薬物使用、
運動制限、削蹄頻度、発症日齢（後天性）、発症月（後
天性）であった。

【結果】
　主な結果として、発症率20％を超えた肢蹄異常
を先天性と後天性に分けて、治癒率の高い順に示
すと、先天性では、①後肢浮尖は発症166肢、治癒
166肢、残存0肢、治癒率100％、治癒期間は平均
36±16.1日。②弯膝は発症315肢、治癒307肢、残
存8肢、治癒率97.5％、治癒期間は平均67.5±36.9

日で、生れ月が遅いと治癒率が有意に低く、メスよ
りもオスの方が治癒率が有意に低く、母馬年齢が
高いと治癒率が有意に低く、また、発見時および最
高Gr a d eが高いと治癒率が有意に低かった
（P<0.05）。③後肢球節内反は発症140肢、治癒135
肢、残存5肢、治癒率96.4％、治癒期間は平均
97.4±46日。④前肢Zig_Zagは発症59肢、治癒56
肢、残存3肢、治癒率94.9％、治癒期間は平均
75±42.6日。⑤前肢X脚は発症237肢、治癒212肢、
残存25肢、治癒率89 . 5％、治癒期間は平均
71.6±40.1日で、生れ月が遅いと治癒率が有意に
低かった（P<0.05）。⑥前肢繋軸峻立は発症389肢、
治癒336肢、残存53肢、治癒率86.4％、治癒期間は
平均132.7±50.8日で、生れ月が遅いと治癒率が
有意に低く、また、発見時および最高Gradeが高い
と治癒率が有意に低かった（P<0.05）。⑦後肢繋軸
峻立は発症315肢、治癒263肢、残存52肢、治癒率
83.5％、治癒期間は平均124±55.7日で、生れ月が
遅いと治癒率が有意に低く、メスよりもオスの方
が治癒率が有意に低く、また、最高Gradeが高いと
治癒率が有意に低かった（P<0.05）。⑧Offset  
Kneesは発症88肢、治癒せず。
　後天性異常では、⑨前肢球節骨端症は発症371
肢、治癒336肢、残存35肢、治癒率90.6％、治癒期間
は平均98±30.4日で、生れ月により治癒率が有意
に異なり（3・4月が低い）、最高Gradeが高いと治癒
率が有意に低く、発症日齢が早いと治癒率が有意
に低く、また、発症月が早いと治癒率が有意に低
かった（P<0.05）。⑩Club Footは発症127肢、治癒
107肢、残存20肢、治癒率84.3％、治癒期間は平均
89.8±38.1日で、発症日齢が早いと治癒率が有意
に低かった（P<0.05）。

【考察】
　肢蹄本来の機能が正しく発揮されるためには、
健全性を維持しなければならない。生まれた直後
から、肢蹄には様々なトラブルを引き起こすスト

レスが降りかかる。肢勢や歩様に異常があると、将
来、肢蹄トラブルの誘因になることもあり、馬の価
値を低下させる原因ともなる。
　今回の追跡調査により、今まで知られていな
かった日高管内における当歳馬の肢蹄異常の治癒
率や治癒期間が明らかとなり、その一部で、生れ

月、雌雄の別、母馬年齢、発見時および最高Grade、
発症日齢（後天性）、発症月（後天性）によって、治癒
傾向が異なることが示された。そこで、本調査から
得られた結果は、肢蹄異常の予後の傾向を把握す
るうえで貴重なデータであり、当歳馬の肢蹄管理
のガイドラインとして役立つものと考えている。
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【背景と目的】
　当歳馬の肢蹄異常に適切に対応するためには、
その矯正技術を高めるとともに関係者の観察能力
を醸成するなど、予防態勢の構築が不可欠である。
昨年の本研究発表会では、当歳馬の先天性あるい
は後天性肢蹄異常の発症状況を第Ⅰ報として報告
した。それら当歳馬の肢蹄異常の予防や対処方法
を知るためには、肢蹄異常の残存性や回復までの
実態を把握する必要がある。そこで、当歳馬の肢蹄
異常の予後について追跡調査したので、その概要
を報告する。

【材料と方法】
　調査対象馬は、北海道日高管内の浦河から門別
までの延べ18牧場で、2008～2012年の5年間に
生産されたサラブレッド種当歳馬247頭（オス
115頭、メス132頭）。調査期間は、生後2週間以内
に初回検査、その後、およそ3週間間隔で、発症や
その症状が落ち着く10月まで継続的に肢蹄の検
査を行った。解析対象肢は、前肢・後肢各494肢で
あり、1月生れは頭数が少ないため、2月に合算し
て解析した。治癒しなかった症例とは、「発症後
120日以上観察可能であった肢の中で、残存した
症例」と定義した。各要因と治癒との関係は、カイ
二乗検定により解析し、5％の危険率で有意とし
た。解析項目は、生れ月、性別、母馬年齢、母馬産数、
発見時Grade、最高Grade、充填剤使用、薬物使用、
運動制限、削蹄頻度、発症日齢（後天性）、発症月（後
天性）であった。

【結果】
　主な結果として、発症率20％を超えた肢蹄異常
を先天性と後天性に分けて、治癒率の高い順に示
すと、先天性では、①後肢浮尖は発症166肢、治癒
166肢、残存0肢、治癒率100％、治癒期間は平均
36±16.1日。②弯膝は発症315肢、治癒307肢、残
存8肢、治癒率97.5％、治癒期間は平均67.5±36.9

日で、生れ月が遅いと治癒率が有意に低く、メスよ
りもオスの方が治癒率が有意に低く、母馬年齢が
高いと治癒率が有意に低く、また、発見時および最
高Gr a d eが高いと治癒率が有意に低かった
（P<0.05）。③後肢球節内反は発症140肢、治癒135
肢、残存5肢、治癒率96.4％、治癒期間は平均
97.4±46日。④前肢Zig_Zagは発症59肢、治癒56
肢、残存3肢、治癒率94.9％、治癒期間は平均
75±42.6日。⑤前肢X脚は発症237肢、治癒212肢、
残存25肢、治癒率89 . 5％、治癒期間は平均
71.6±40.1日で、生れ月が遅いと治癒率が有意に
低かった（P<0.05）。⑥前肢繋軸峻立は発症389肢、
治癒336肢、残存53肢、治癒率86.4％、治癒期間は
平均132.7±50.8日で、生れ月が遅いと治癒率が
有意に低く、また、発見時および最高Gradeが高い
と治癒率が有意に低かった（P<0.05）。⑦後肢繋軸
峻立は発症315肢、治癒263肢、残存52肢、治癒率
83.5％、治癒期間は平均124±55.7日で、生れ月が
遅いと治癒率が有意に低く、メスよりもオスの方
が治癒率が有意に低く、また、最高Gradeが高いと
治癒率が有意に低かった（P<0.05）。⑧Offset  
Kneesは発症88肢、治癒せず。
　後天性異常では、⑨前肢球節骨端症は発症371
肢、治癒336肢、残存35肢、治癒率90.6％、治癒期間
は平均98±30.4日で、生れ月により治癒率が有意
に異なり（3・4月が低い）、最高Gradeが高いと治癒
率が有意に低く、発症日齢が早いと治癒率が有意
に低く、また、発症月が早いと治癒率が有意に低
かった（P<0.05）。⑩Club Footは発症127肢、治癒
107肢、残存20肢、治癒率84.3％、治癒期間は平均
89.8±38.1日で、発症日齢が早いと治癒率が有意
に低かった（P<0.05）。

【考察】
　肢蹄本来の機能が正しく発揮されるためには、
健全性を維持しなければならない。生まれた直後
から、肢蹄には様々なトラブルを引き起こすスト

レスが降りかかる。肢勢や歩様に異常があると、将
来、肢蹄トラブルの誘因になることもあり、馬の価
値を低下させる原因ともなる。
　今回の追跡調査により、今まで知られていな
かった日高管内における当歳馬の肢蹄異常の治癒
率や治癒期間が明らかとなり、その一部で、生れ

月、雌雄の別、母馬年齢、発見時および最高Grade、
発症日齢（後天性）、発症月（後天性）によって、治癒
傾向が異なることが示された。そこで、本調査から
得られた結果は、肢蹄異常の予後の傾向を把握す
るうえで貴重なデータであり、当歳馬の肢蹄管理
のガイドラインとして役立つものと考えている。
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幼駒における近位種子骨の骨折様線条陰影に関する調査

○佐藤文夫・冨成雅尚・村瀬晴崇・羽田哲朗（日高）・遠藤祥郎（宮崎）
佐藤正人・樋口　徹（NOSAI）

【背景と目的】
　これまで、幼駒において近位種子骨が骨折様に
見える陰影（骨折様線条陰影）の発生状況について
調査し、生後8週齢までの幼駒の45％（19/42頭）
に認められることを明らかにしてきた。しかし、こ
れが病的なものか成長に伴う変化なのかは明らか
にされていない。そこで本調査では、この骨折様線
条陰影の詳細について解明するため、剖検検体を
収集し、病理組織学的に検索した。

【材料と方法】
　2012年から2013年の2年間、NOSAI日高家畜診
療センターおよび日高育成牧場に搬入された剖検
献体40頭（流産10頭、0～4ヶ月齢30頭）について、
球節部のレントゲン検査にて骨折様線条陰影の有
無を確認し、発生を認めた4例（生後2・5・7・8週齢）
の内、2・7・8週齢の3例について病理組織学的検索
を実施した（表1）。

【結果】
　7週齢のケースでは、5週齢時に左前肢内側近位
種子骨中位の完全骨折を発症しており、骨折部以
外の四肢近位種子骨尖端部にも骨折様線条陰影を
認めた。本例の完全骨折離断部には、結合組織の増
殖がみられたが、炎症細胞や破骨細胞および骨芽
細胞の浸潤は乏しかった。また、本例の骨折様線条
陰影部には重度な軟骨損傷と骨梁構造の離断に加
え、骨折離断部と同様に結合組織の活発な増殖像
もみられた（図1）。さらに、8週齢と2週齢のケース
での骨折様線条陰影部には、骨梁構造の離断およ
び結合組織の増殖がみられたが、軟骨損傷は認め
られなかった。ただし、8週齢のケースでは結合組
織が離断部を完全に充填していたのに対して、2
週齢のケースでは不完全であった（図2）。

【考察】
　骨折様線条陰影を認めた4例はいずれも生後8
週齢以内の検体であり、流産例や8週齢以降の検
体には認められなかったことから、本現象が生後
8週齢までの幼駒に多く発生することが再確認さ
れた。病理組織学的検索の結果、骨折様線条陰影部
には、種子骨の完全骨折部位と同様に骨梁構造の
離開、結合組織の増殖が認められたことから、骨折
様線条陰影は種子骨に発生した損傷の治癒機転で
あると考えられた。また、今回の検体からは骨折様
線条陰影の発症時期を明らかにすることはできな
かったが、2週齢のケースに比較して8週齢のケー
スにおいて結合組織の充填が亢進していたことか
ら、損傷部位は結合組織の充填により治癒してい
くのではないかと推察された。今後は骨折様線条
陰影の程度と予後についても検討する予定であ
る。
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表1　線条陰性発生献体

図1　症例No.3（7週齢）に認められた完全離断骨折と同種子骨先端部に認められた線条陰影
の病理組織像
線条陰影部の病理組織像は先端部の線条陰影部と同じものであった。

図2　症例No.1（2週齢）に認められた線条陰影の病理組織像
線条陰影部は、骨内膜から増生する線維芽細胞により充填されつつあった。
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ポリウレタン蹄鉄を用いた接着装蹄が
蹄の成長に与える影響

○福藤　豪・諫山太朗・下村英次・佐藤文夫・秋山健太郎（日高）
大塚尚人（公苑）・原口崇史（美浦）

【背景と目的】
　昼夜放牧など長時間の放牧によって管理される
若馬の蹄は、季節や天候による乾燥や湿潤の影響
を受けやすく、蹄壁欠損や裂蹄など蹄疾患のリス
クが高まる。このような蹄疾患は、１歳馬がスムー
ズに育成調教を開始するための妨げとなりうるた
め、蹄鉄の早期装着による護蹄が必要となる。育成
調教開始前の１歳馬は蹄壁が薄く、釘付け装蹄が
困難であることが多く、そうした場合には充填材
を用いた接着装蹄が行われる。しかし、接着装蹄は
蹄機作用を阻害し蹄の成長に影響を及ぼすおそれ
があるため、成長著しい若馬ではその影響がさら
に大きいものと考えられる（図１）。近年海外では
蹄機作用を阻害しにくい接着用蹄鉄として、柔軟
性の高いポリウレタン蹄鉄の使用が報告されてい
る。そこで、従来のアルミ蹄鉄とポリウレタン蹄鉄
を育成調教開始前の１歳馬に装着し、蹄鉄素材の
違いによる蹄の成長への影響を調査した。

【材料と方法】
　調査対象は１歳馬１２頭の前肢２４蹄を対象と
した。期間は７～９月の３ヶ月間とした。８頭１６
蹄には、左右どちらか一方にアルミ蹄鉄（アルミ
群）を接着装蹄し、もう一方に日新レジン株式会社
製ADAPTカラーウレタンゴムを用いて製作した
ポリウレタン蹄鉄（図２）（ウレタン群）を接着装蹄
した（図３）。４頭８蹄は跣蹄（跣蹄群）とした。測定
項目は、蹄尖壁生長量・最大横径距離・蹄角度とし、
レントゲン検査により測定した。各測定を約４週
間隔で計３回実施し、１ヶ月あたりの増加量を算
出した。Tukey-Kramerの検定により統計学的に比
較した。

【結果と考察】
　蹄尖壁生長量は、アルミ群、ウレタン群、跣蹄群

それぞれ、8.40、9.54、12.33mm/月となり、跣蹄群
はアルミ群、ウレタン群に対し有意に高かった。ウ
レタン群はアルミ群に対し有意差は無いものの高
い傾向であった（図４）。最大横径距離増加量につ
いては、同じく0.71、1.81、1.50mm/月となり、跣
蹄群とアルミ群、跣蹄群とウレタン群の間に有意
差は見られなかったが、ウレタン群はアルミ群に
対し有意に高かった（図５）。蹄角度については、各
群間に差は見られなかった。以上の結果から、ポリ
ウレタン蹄鉄はアルミ蹄鉄に比べ、蹄の生長が良
い傾向がみられ、最大横径部の広がりを抑えにく
いことがわかった。このことから、ポリウレタン蹄
鉄は蹄の成長への影響が小さく、接着装蹄を必要
とする若馬には有効であると考えられた。
　しかし、ポリウレタン蹄鉄の柔軟性を活かした
装蹄だけでは蹄への影響は否めない。今後も、
新たな蹄鉄素材や接着方法の改良など、蹄への影
響がより小さい装蹄法を検討していく必要があり
そうだ。
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図1 図4

図2 図5

図3
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走行時の筋電図からみる後肢への厚尾蹄鉄装着の効果

○山口智史・能登拓巳・竹田信之・吉原英留・川崎和巳（美浦）
諫山太朗（日高）・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　厚尾蹄鉄を後肢に使用することは追突予防や深
屈腱の負担緩和効果があるとされているが、長期
間使用すると蹄踵の潰れ、蹄叉や蹄球などへの負
担の増加により跛行の原因となるなどの問題点が
あり、これまでは、あまり使用されていなかった。
しかし近年、トレーニング・センターでは、後肢筋
肉のサポート効果を目的として後肢に厚尾蹄鉄を
装着する例が散見されるようになった。そこで、ト
レーニング・センター内における後肢への厚尾蹄
鉄の使用実態について調査し、走行中の後肢筋肉
への厚尾蹄鉄の効果を筋電図を用いて評価した。

【材料と方法】
　美浦トレーニング・センター内の厩舎を対象に、
後肢への厚尾蹄鉄の使用実態についてアンケート
調査を行った。筋電図の測定対象は、後肢の主要な
筋肉である半腱様筋・大腿二頭筋・中殿筋・最長筋
とした。また、両後肢蹄前面にひずみゲージを装着
し、各後肢の着地時間および一完歩時間を計測し
た。測定した筋電図を一完歩時間で積分した積分
筋電図を筋活動の指標とした。供試馬はサラブ
レッド種6頭で、厚尾状パッド（蹄踵部の厚さ18.3
ｍｍ、傾斜12％、80ｇ）またはノーマルパッド（厚
さは一律5.0ｍｍ、80ｇ）を両後肢に通常蹄鉄と重
ねて装着し（図1）、トレッドミル上を速歩（4ｍ／
秒）、駈歩（8ｍ／秒）、速い駈歩（12ｍ／秒）で走行
させてデータを計測した後、各センサーは維持し
たままもう一つの種類のパッドと交換し、再度ト
レッドミル上を同じ速度、同じ手前で走行させて
データを計測した。パッド装着の順序および走行
速度の順序はランダムとした。

【結果と考察】
　アンケートの回答のあった厩舎のうち厚尾蹄鉄
を後肢に使用したことのある割合は22％で、装着

後は後肢の疼痛や踏み込みが改善したと回答して
いた（図2）。筋電図はいずれの筋および走行速度
においても、厚尾パッドとノーマルパッドの間で
筋活動を示す積分筋電図に有意差は認められな
かった（図3, 4）。また、着地時間および一完歩時間
についても２種類のパッド間で有意差は認められ
なかった（図5）。アンケートによると、騎乗者の感
覚では厚尾蹄鉄は後肢の筋肉の負担を軽減するよ
うな効果があるが、今回の測定では筋肉への直接
的な影響は認められなかった。また、着地時間や一
完歩時間に有意差が認められなかったことから、
走行フォームへの影響も少ないと考えられた。今
回の結果からは、厚尾蹄鉄による蹄への負担増加
に比較して、後肢筋肉の負担軽減は充分でないと
考えられる。しかし、今回の供試馬が健常馬であっ
たため、後肢の筋肉に疼痛などがある馬について
は検討の余地があると思われた。
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図1 図4

図2 図5

図3
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競走馬の腸炎に関する回顧的調査

○藤木亮介・荒木成就・新崎裕太・大塚　佑（栗東）・黒田泰輔（総研）
丹羽秀和（栃木）・神谷和宏（栗東）

【背景と目的】
　腸炎は急性下痢症・発熱・白血球減少症等を引き
起こす疾病であり、その致死率は高い。近年、JRA
施設内および周辺牧場における競走馬の腸炎発症
頭数は増加傾向であり、競馬サークルへ甚大な影
響を与えていると言える。そこで本調査では、腸炎
発症の現状を把握し、今後の予防および診療の一
助とするべく、競走馬の腸炎に関する回顧的調査
を行った。

【材料と方法】
　調査対象馬は、2004年1月から2014年6月まで
にJRA施設および周辺牧場で腸炎もしくはX大腸
炎と診断された競走馬158頭とした。調査項目は
年齢、性別、季節性の有無、予後、Clost r id ium 
difficile感染症の有無、発症前2週間以内の各種因
子（手術・輸送・抗菌薬投与）とした。

【結果と考察】
　平均年齢は3.25±1.25歳であり、若齢馬におけ
る発症がやや多かった（図1）。性別について発症
馬とＪＲＡ在籍馬の比率に大きな差異はなく（図
2）、発症に季節性はないと考えられた（図3）。発症
頭数、死亡頭数、致死率は増加傾向にあり、全体の
致死率は31.6％であった（図4）。Clostr idium 
difficile感染症は、本会で検査を開始した2010年以
降毎年確認されており、Clostridium difficile感染馬
20頭のうち16頭が死亡（致死率80.0％）した（図
5）。
　抗菌薬投与後および輸送後の発症頭数は増加傾
向であったが、手術後の発症頭数は2011年に最多
の8頭とそれまでは増加傾向であったが、2012年、
2013年はそれぞれ3頭と減少した。
　手術後、輸送後および抗菌薬投与後の発症頭数
はそれぞれ32頭、53頭および58頭であった。手術
後は必ず抗菌薬投与を実施しているため、単独で

の発症はなかったが、調査を実施した期間の手術
頭数3281頭中32頭が発症しており、約1％と他の
因子よりも高い割合で発症に関与していると考え
られた。輸送は本会内外の移動を含むため詳細な
把握が困難であり、正確な母集団は不明だが、単独
で最多の40頭が発症した。抗菌薬は一般的に腸内
細菌叢に影響を与えると考えられている。そのた
め、抗菌薬投与単独での発症は多くはないが、他の
因子と合わせて用いられることで腸炎発症のリス
クが増加すると考えられた。また、これらの因子の
いずれかに該当した発症馬が全体の62.0％に認め
られたことからも、手術・輸送・抗菌薬投与は事前
因子になりうると考えられた（図6）。
　しかし、腸炎発症馬の中でも今回検討した3因
子に該当しないものも約4割を占めており、腸炎
発症には他の多くの因子が複雑に関連していると
考えられた。そのため、今後は、調教強度や飼糧変
更など他の事前因子の検索や事前因子が腸管病原
細菌および腸内細菌叢に与える影響について更な
る調査を検討している。
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図1　年齢の分布 図4　発症頭数と転帰の推移

図2　性別の分布 図5　Clostridium difficile感染症発生状況の推移

図3　発症時期の分布 図6　各種因子と腸炎発症馬の関係
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フィルグラスチム（G-CSF製剤）を用いた
輸送熱予防の可能性

○遠藤祥郎・頃末憲治（宮崎）・帆保誠二（鹿児島大学）・大塚健史（日高）
北内　諒・吉川理紗・日高勇一・萩尾光美・都築　直（宮崎大学）

【背景と目的】
　ウマの輸送熱は、輸送による気道内の環境悪化
や、輸送ストレスによる免疫低下により、扁桃の常
在細菌であるS t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus（以下S. zooepidemicus）が気管支‐肺
胞領域に侵入し感染することで発症する。我々は
これまで、S. zooepidemicusに24時間程度抗菌活性
を有する抗菌薬を用いた輸送熱の予防に関して調
査し、エンロフロキサシンやマルボフロキサシン
といったニューキノロン系抗菌薬を輸送直前に投
与すると、輸送熱予防効果があることを明らかに
した（Tsuchiyaら、2012年およびEndoら、2014
年）。しかし、抗菌薬の使用は耐性菌出現の問題が
残されており、また腸炎発症の原因となる可能性
が否定できない。さらに、24時間を超える長時間
輸送に対する予防法は確立されていない。
　一方、G-CSF（Granulocyte-Colony Stimulating 
Factor）は顆粒球コロニー刺激因子と訳され、骨髄
中の顆粒球の増殖および末梢血への動因を促進す
ることが知られている。フィルグラスチムなどの
医薬品が販売されており、ヒト医療では腫瘍の化
学療法による好中球減少症などに適用されてい
る。ウマ医療でも新生子溶血性黄疸などへの使用
例があるものの（Wongら、2012年）、高価なため応
用が進んでいなかった。しかし、近年ジェネリック
薬品が発売され、ウマ医療においても応用可能な
価格となった。輸送熱とG-CSFの関係について、過
去の調査によると、輸送熱を発症した群で血清中
のG-CSFが有意に高かったという結果が得られて
いる（Momoiら、1996年）。これはすなわち、G-CSF
の上昇は、自然な治癒反応の一つであり、輸送熱の
主因菌であるS. zooepidemicusの排除に適した状
態であると考えられる。
　そこで、本研究では、G-CSF製剤の一つである
フィルグラスチムをウマへ応用し、輸送熱の予防

効果を検証した。

【材料と方法】
　乗用馬6頭を用いた予備実験の結果から、フィ
ルグラスチムを１頭当たり100マイクログラム皮
下投与すると48時間作用することがわかった。そ
こで、静内にある日高軽種馬農協北海道市場から
JRA宮崎育成牧場へ44時間かけて輸送するサラブ
レッド１歳馬16頭を用いて、8頭（牡4、牝4）を投与
群としフィルグラスチムを１頭当たり100マイク
ログラム皮下投与した（フィルグラスチムBS注
300μgシリンジ「モチダ」を３分割）。また、8頭（牡
3、牝5）を対照群として生理食塩水を投与した。
　そして、輸送前、到着直後、到着翌日における体
温、白血球数（WBC）、好中球/リンパ球比（N/L比）、
および桿状/分葉好中球比などを比較した。
　得られた結果は、マンホイットニ検定で統計解
析した。

【結果】
　体温は両群間で有意差がなかった。WBC、N/L
比、桿状/分葉好中球比のいずれも、到着直後にお
いて対照群と比較して投与群で有意に高い値を示
した（図１～３）。

【考察】
　今回、対照群においても輸送熱を発症したウマ
がいなかったため、両群間の体温に差は認められ
なかった。投与群ではWBCが到着直後に最高値を
示したのに対し、対照群では到着翌日に最高値を
示し、WBCのピークに差が認められた。また、白血
球のうちの顆粒球の割合を表すN/L比は、到着直
後において投与群で有意に高い値を示した。好中
球は分化の最終段階において桿状好中球から分葉
好中球に成熟する。桿状好中球、分葉好中球のどち

らにも殺菌作用があるが、桿状好中球の割合が高
いということは、骨髄からより積極的な動員がな
されていることを意味する。この、桿状/分葉好中
球比も到着直後において投与群で有意に高い値を
示した。
　以上のことから、輸送前のウマにG-CSF製剤を
投与すると、自然状態よりも早く顆粒球（中でも好
中球）が骨髄から抹消血中に動員され、輸送中に自
然免疫が活性化された状態にあったことが推察さ
れた。また、副作用も認められず、コスト面からも
ウマに適用可能と考えられた。　
　結論として、G-CSF製剤であるフィルグラスチ
ムは、ウマの輸送熱予防に応用できると考えられ
た。
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【背景と目的】
　ウマの輸送熱は、輸送による気道内の環境悪化
や、輸送ストレスによる免疫低下により、扁桃の常
在細菌であるS t r e p t o c o c c u s  e q u i  s u b s p .  
zooepidemicus（以下S. zooepidemicus）が気管支‐肺
胞領域に侵入し感染することで発症する。我々は
これまで、S. zooepidemicusに24時間程度抗菌活性
を有する抗菌薬を用いた輸送熱の予防に関して調
査し、エンロフロキサシンやマルボフロキサシン
といったニューキノロン系抗菌薬を輸送直前に投
与すると、輸送熱予防効果があることを明らかに
した（Tsuchiyaら、2012年およびEndoら、2014
年）。しかし、抗菌薬の使用は耐性菌出現の問題が
残されており、また腸炎発症の原因となる可能性
が否定できない。さらに、24時間を超える長時間
輸送に対する予防法は確立されていない。
　一方、G-CSF（Granulocyte-Colony Stimulating 
Factor）は顆粒球コロニー刺激因子と訳され、骨髄
中の顆粒球の増殖および末梢血への動因を促進す
ることが知られている。フィルグラスチムなどの
医薬品が販売されており、ヒト医療では腫瘍の化
学療法による好中球減少症などに適用されてい
る。ウマ医療でも新生子溶血性黄疸などへの使用
例があるものの（Wongら、2012年）、高価なため応
用が進んでいなかった。しかし、近年ジェネリック
薬品が発売され、ウマ医療においても応用可能な
価格となった。輸送熱とG-CSFの関係について、過
去の調査によると、輸送熱を発症した群で血清中
のG-CSFが有意に高かったという結果が得られて
いる（Momoiら、1996年）。これはすなわち、G-CSF
の上昇は、自然な治癒反応の一つであり、輸送熱の
主因菌であるS. zooepidemicusの排除に適した状
態であると考えられる。
　そこで、本研究では、G-CSF製剤の一つである
フィルグラスチムをウマへ応用し、輸送熱の予防

効果を検証した。

【材料と方法】
　乗用馬6頭を用いた予備実験の結果から、フィ
ルグラスチムを１頭当たり100マイクログラム皮
下投与すると48時間作用することがわかった。そ
こで、静内にある日高軽種馬農協北海道市場から
JRA宮崎育成牧場へ44時間かけて輸送するサラブ
レッド１歳馬16頭を用いて、8頭（牡4、牝4）を投与
群としフィルグラスチムを１頭当たり100マイク
ログラム皮下投与した（フィルグラスチムBS注
300μgシリンジ「モチダ」を３分割）。また、8頭（牡
3、牝5）を対照群として生理食塩水を投与した。
　そして、輸送前、到着直後、到着翌日における体
温、白血球数（WBC）、好中球/リンパ球比（N/L比）、
および桿状/分葉好中球比などを比較した。
　得られた結果は、マンホイットニ検定で統計解
析した。

【結果】
　体温は両群間で有意差がなかった。WBC、N/L
比、桿状/分葉好中球比のいずれも、到着直後にお
いて対照群と比較して投与群で有意に高い値を示
した（図１～３）。

【考察】
　今回、対照群においても輸送熱を発症したウマ
がいなかったため、両群間の体温に差は認められ
なかった。投与群ではWBCが到着直後に最高値を
示したのに対し、対照群では到着翌日に最高値を
示し、WBCのピークに差が認められた。また、白血
球のうちの顆粒球の割合を表すN/L比は、到着直
後において投与群で有意に高い値を示した。好中
球は分化の最終段階において桿状好中球から分葉
好中球に成熟する。桿状好中球、分葉好中球のどち

らにも殺菌作用があるが、桿状好中球の割合が高
いということは、骨髄からより積極的な動員がな
されていることを意味する。この、桿状/分葉好中
球比も到着直後において投与群で有意に高い値を
示した。
　以上のことから、輸送前のウマにG-CSF製剤を
投与すると、自然状態よりも早く顆粒球（中でも好
中球）が骨髄から抹消血中に動員され、輸送中に自
然免疫が活性化された状態にあったことが推察さ
れた。また、副作用も認められず、コスト面からも
ウマに適用可能と考えられた。　
　結論として、G-CSF製剤であるフィルグラスチ
ムは、ウマの輸送熱予防に応用できると考えられ
た。

図１　白血球数（WBC）

図２　好中球/リンパ球比（N/L比）

図３　桿状/分葉好中球比
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胸腔洗浄と長期抗菌薬投与により治癒した
重度細菌性肺胸膜炎発症馬の一例

○大塚　佑・溝部文彬・加藤智弘（栗東）・黒田泰輔（総研）
南　卓人（本部）・木下優太・丹羽秀和(栃木）

【背景と目的】
　ウマの細菌性肺胸膜炎は主に肺炎から続発す
る、極めて予後が悪い疾病である。2004年から
2014年の間に本会施設内で発症した24頭中17頭
が予後不良となっている。重症例では胸腔内に
フィブリンの析出を伴う広範囲の炎症を有し、感
染を制御できず、治療をあきらめざるを得ないこ
とが多い。今回我々は、胸腔洗浄と胸腔移行性が高
い抗菌薬の長期間投与を組み合わせることによ
り、重度細菌性肺胸膜炎発症馬を治癒させること
ができたので、その概要を報告する。

【症例】
　症例はサラブレッド種競走馬（牝、3歳）で、北海
道から輸送後、栗東近隣牧場で40度を超える発熱
を認めた。約一週間内科治療を続けるも良化しな
いため、本会栗東診療所で加療を開始した。初診時
の内視鏡検査では右肺後葉前部に黄色浸出液を認
め、超音波検査では胸腔内に多量のフィブリンと
胸水貯留を認めた(図1)。加療開始から白血球数は
20,000/μLを超え、第35病日付近まで高値で推移
した。体温は消炎剤を投与しても38.5度前後の発
熱が続いたが、第40病日付近で一般状態とともに
安定した(図3)。また、超音波検査で胸水抜去後に
おける胸膜間の最大距離を測定した胸膜間距離を
設定することで、概ね胸腔のフィブリン残存量を
表す指標として考えた(図3)。

【治療】
　初診日に胸腔ドレナージを実施し、両胸腔から
胸水19Lを排出した。徐々に胸水の排出は減じ、第
25病日までドレーンを継続した(図2)。胸水中から
偏性嫌気性菌をはじめとする複数の細菌が分離さ
れ、感受性を示したメトロニダゾール(MTZ)を含
む4種類の抗菌薬(MTZ,CET, MINO,FOM)を初診時

から投与した(図3)。胸腔内のフィブリン残存が認
められたため、退院後も近隣牧場でMTZの投与を
継続し、第69病日に全ての投薬を終了した。その
後、胸腔内のフィブリンも消失し、発症から約8ヶ
月後に競走復帰した。

【まとめ】
　本症例では、積極的な胸腔洗浄と抗菌薬の長期
間投与により治癒し、約8ヶ月後に競走復帰する
に至った。既報によると、重度の細菌性肺胸膜炎で
は偏性嫌気性菌が多く分離されていることから、
偏性嫌気性菌に感受性を示し、尚且つ胸腔にも移
行する抗菌薬投与が求められる。　　　
　本症例では、MTZを含めた複数の抗菌薬を長期
間投与することにより、胸腔洗浄終了後も感染を
制御できた。また、超音波検査を用いた早期診断に
よって、適切な抗菌薬の選択と胸腔内のモニタリ
ングにも有用であった。
　本症例のような重度の細菌性肺胸膜炎に対して
も、胸腔洗浄と適切な抗菌薬投与を長期間継続す
ることで、治癒の可能性が示唆された。
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図１　左胸腔におけるフィブリン析出および胸水の貯留

図２　胸水排出量の推移

図３　抗菌薬投与と臨床経過
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多剤耐性菌の感染が認められた疣贅性心内膜炎の1例

○平間あき子（美浦）・丹羽秀和・木下優太・上野孝範（栃木）
前　尚見・太田　稔・川崎和巳（美浦）

【はじめに】
　心臓の弁膜などに病原微生物が付着して疣贅を
形成する感染性心内膜炎は、菌血症や弁膜症によ
る心不全を引き起こす難治性の疾病である。今回
我々は、多剤耐性菌が大動脈弁に感染した疣贅性
心内膜炎症例に遭遇したので、その概要を報告す
る。

【症例の概要】
　症例は、サラブレッド種競走馬（雄5歳）で、初診
時は呼吸器感染症を疑いセファロチン、ミノサイ
クリンの抗菌薬投与を中心とした治療を開始し
た。第6病日に体温と血液性状は正常化したが、心
雑音や四肢浮腫などの弁機能不全を疑う症状が出
現し、第8病日の心エコー検査で大動脈弁に高輝
度の増殖性病変および左房室弁の閉鎖不全を観察
した（図1）。その後は安定した状態が続いたが、第
14病日に再び発熱と白血球増加が見られた。この
時点で感染性心内膜炎を疑い、血液培養を実施し
たが細菌は分離されなかった。投与中の抗菌薬を
増量するとともにエンロフロキサシンを追加した
が改善は見られず、第17病日にはエコー検査に
て、胸水の貯留および肺水腫を示す肺実質のBライ
ンを観察した。その後うっ血性心不全の進行とと
もに呼吸困難に陥ったため、第23病日に安楽死と
した。

【病理ならびに細菌学的検索】
　病理学的検索において、心臓では、大動脈弁左冠
尖における疣贅の付着ならびに左房室弁中隔尖の
軽度な肥厚が観察された（図2）。大動脈基部から
大動脈弓にかけての動脈内膜は、線維性に肥厚し
（図3）、同部に隣接した大動脈周囲の結合組織内
には出血を伴う化膿巣も形成されていた。また肺
では、全域に軽度の水腫が認められた。細菌学的検
索では、大動脈弁疣贅、大動脈内膜の肥厚部、およ

び主要臓器から基質特異性拡張型βラクタマーゼ
産生大腸菌（Escher i ch ia  co l i）および腸球菌
（Enterococcus gallinarum）が検出された。これらの
基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生菌は、近年
人のみならず獣医療においても問題となりつつあ
る多剤耐性菌の一種である（図4）。

【考察】
 　第6病日に症状が寛解したことから、感染初期
にはセファロチンやミノサイクリンの抗菌薬が奏
効したものと考えられる。しかし、剖検時に大動脈
疣贅を始め各種臓器から多剤耐性の大腸菌および
腸球菌が検出されたことから、第14病日以降は、
菌交代現象によりこれらの耐性菌が優勢となって
感染がコントロールできず、病態が進行したもの
と推察される。
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図１　第８病日に実施した心エコー検査画像
（赤丸が大動脈弁に付着した増殖性病変）

図３　肥厚した大動脈基部の組織像（EV染色）
内膜下の弾性線維（濃紫色）が破綻し、炎症細胞の集簇や線維化が見られる。こ
の病変は、大動脈弁の機能不全に起因する異常血流が原因と考えられる。

図4　主要臓器から分離された大腸菌および
腸球菌の薬剤感受性
両菌は多剤耐性を示し、性状解析の結果から大腸菌は基
質拡張型βラクタマーゼを産生することが明らかと
なった。

図２　心臓の解剖所見
（青矢印が大動脈左冠尖に付着した疣贅、黄矢印が左房室弁の
肥厚、緑丸が大動脈内膜の肥厚）
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後期育成期1歳馬に認めた
感染症の１症例

○竹部直矢・石丸睦樹（日高）・中井健司（本部）・頃末憲治（宮崎）
木下優太・丹羽秀和・片山芳也（栃木）

【背景と目的】
　Lawsonia intracellularis（Li）感染症は、多くの哺
乳類で発症し、小腸壁の肥厚、低蛋白血症、削痩、下
痢、食欲不振などを呈する増殖性腸炎を引き起こ
す疾患である。馬でも発症が認められ、主に離乳期
の当歳馬で発症が確認されている。この度、ほとん
ど発症報告のない1歳冬期の後期育成期に発症を
認め、良好な治療経過を辿った症例を得たのでそ
の概要を報告する。

【症例概要】
　症例は、JRA日高育成牧場で育成されていた1歳
馬（雄、19ヶ月齢）であった。発症初期から発熱、食
欲廃絶、沈鬱、全身の浮腫を認め（図1）、第8病日か
ら水瀉便を呈し、体重は第19病日までに約100kg
減少した。第5病日に行った血液検査およびエ
コー検査において、低蛋白血症と小腸壁の肥厚（最
大5.9mm）が観察されたことから（図2）、Li感染症
と診断した。また、発症時（第1病日）に採材された
糞便からはリアルタイムPCR法によってLi遺伝子
が、血清中にはLi特異抗体が検出されたことから、
微生物学的にも症例馬がLiに感染していることが
示された。
　治療は、発症初期に1日1回マイシリンを投与し
たが、効果は得られなかった。Li感染症と診断した
第5病日よりオキシテトラサイクリン（OTC）投与
（6.6mg/kg i.v.）に切り替えたところ、発熱の緩和
（図3）や食欲回復、血清総蛋白（TP）の上昇（図4）な
ど、良化傾向を示した。第5～8病日はOTCを1日1
回、第9～13病日は1日2回投与し、第14病日から
加療終了の第34病日まではドキシサイクリン
（10mg/kg p.o.）を1日2回投与した。また、低蛋白
血症の補正を目的として、第8病日に1L、第11病日
に2.5Lの血漿輸液を行った。1LではTPの変化は認
められなかったが、2.5ℓ輸液後は若干の上昇を認

めた。
　本症例は第66病日に騎乗を再開し、第102病日
に通常調教へ復帰した。第143病日にあたるブ
リーズアップセール時には他馬と同様の騎乗供覧
を実施し売却され、中央競馬で競走デビューを果
たしている。また、第19病日に最低値の372kgと
なった体重は、第84病日に発症前の体重(472kg)
まで回復し、売却時には480kgであった。

【考察】
　後期育成期のLi感染症の発症は、育成調教やそ
の後の競走デビューに非常に大きな影響を及ぼす
恐れがあるが、本症例ではエコー検査および血液
検査でLi感染症と診断し、当歳発症例で有効と報
告されている治療法を用いることで良好な結果が
得られた。今後は、1歳冬期における発症の可能性
を踏まえた予防法の検討や、Liが馬群に侵入する
経路の特定等が課題となる。

Lawsonia intracellularis
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図１　症状（沈鬱、下痢）

図２　小腸壁の肥厚

図３　体温（BT）と体重（BW）の推移

図４　血液検査所見（TP、WBC）
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日高地方におけるローソニア感染症の浸潤状況と
遺伝子型の分布

○木下優太・丹羽秀和・片山芳也(栃木)・樋口　徹(NOSAI)
・末吉益雄(宮大)・堀内基広(北大)

【背景と目的】
　Lawsonia intracellularis (Li) を原因菌とする馬
のローソニア感染症 (EPE) は、主に離乳後の当歳
馬が秋から冬に下痢、食欲不振、低体重、腸管肥厚
あるいは低タンパク血症等を主徴とする疾病であ
る。近年、国内の主要な生産地である日高地方にお
いてもその発生が認められているが、Liの浸潤状
況に関しては不明である。そこで、本研究では、
EPE発生牧場におけるLiの浸潤状況を調査すると
ともに、検出されたLiの遺伝子型別による分子疫
学的解析を実施した。

【材料と方法】
　2013年2～8月に下痢を呈した当歳馬 (121頭) 
の糞便、12年度EPE発生牧場における13年9月の
当歳馬 (63頭) の糞便と血清、そして13年8月～14
年1月に日高地方において臨床的にEPEを疑った
馬 (29頭) およびその同居馬 (51頭) の糞便と血清
を用いた。Li遺伝子をリアルタイムPCR法、抗Li抗
体を間接蛍光抗体法で検出した。また、Li陽性検体
であった一部については遺伝子型別を行い、ブタ
およびウサギ由来株の遺伝子型と比較した。

【結果】
　13年2～8月に下痢を呈した当歳馬糞便、および
前年度EPE発生牧場の13年秋の当歳馬糞便からは
Li遺伝子は全く検出されなかった (表 1)。前年度
発生牧場の13年秋当歳馬の抗Li抗体は1頭を除き
全て陰性であった。また、EPE疑い馬のLi遺伝子検
出率および抗体検出率はそれぞれ65.5%および
88.9%、同居馬ではそれぞれ13.7%および68.6%で
あった。ウマ由来のLi遺伝子型は地区毎に異なり、
また、ブタあるいはウサギの遺伝子型とも異なっ
ていた(表 2)。

【考察】
　離乳時期以前には、前年度の発生牧場において
も当歳馬からLi遺伝子あるいは抗Li抗体がほぼ検
出されないため、EPE発生時期前の当歳馬はLiに暴
露されていないことが示唆された。一方、EPE発症
馬の同居馬は高率で抗Li抗体を保有することから
EPE発生牧場においては、Liに汚染された発症馬の
糞便により容易に同居馬へ伝播していくものと推
察された。国内のブタから検出されるLiは遺伝子
型がほぼ同一の型であることが知られており、本
調査からLiの馬群への侵入はブタに由来するもの
ではないことが示唆された。また、ウマから検出さ
れた遺伝子型はウサギ由来の型とも異なること
や、日高管内の地区毎のウマで異なることから、侵
入経路の推察には他の動物種を含めた追加調査が
必要と考えられた。

Lawsonia intracellularis



（151）

表1　馬群別のLi遺伝子および抗Li抗体検出数

表2　アレルプロファイルの比較
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馬の病原ウイルスに対する
消毒薬の不活化効果に関する研究

○辻村行司・坂内　天・根本　学・山中隆史・近藤高志（栃木）

【背景と目的】
　消毒による病原ウイルスの不活化は、ウイルス
病の予防・蔓延防止のための防疫措置の大きな柱
の一つである。消毒には、熱や紫外線を用いる物理
的方法と消毒薬を用いる化学的方法があるが、
我々が消毒対象とする馬具、馬場、馬運車あるいは
馬房などは、物理的方法を容易に行えないため、消
毒薬の使用に頼るところが大きい。しかしながら、
馬の病原ウイルスに対する各種消毒薬の有効性に
関する情報はほとんどない。本研究の目的は、動物
用医薬品として認可を受けた消毒薬について、馬
の病原ウイルスに対する不活化効果を調べ、消毒
薬の適切な使用法に関する知見を得ることであ
る。

【材料と方法】
　［ウイルス］馬インフルエンザウイルス（EIV）、ウ
マヘルペスウイルス1型（EHV-1）およびウマロタ
ウイルス（RV）［消毒薬］4級アンモニウム塩（ベタ
セプト、パコマ、クリアキル）、ハロゲン系消毒薬
（クレンテ、ビルコン－S、クリンナップA）（表1）
［試験方法］ウイルス液と階段希釈した消毒薬を混
合して、各種条件下（反応温度、有機物の混入の有
無）で10分間インキュベートした後、ウイルス力
価を測定した。設定した水準まで力価が低下した
場合に不活化効果ありと判定し、効果を示す最高
希釈倍率を求めた。

【結果】
　［EIV］4級アンモニウム塩：ベタセプトはいずれ
の条件でも不活化効果を示さなかった（表2）。パ
コマは、反応温度25℃、有機物の混入無しの条件
でのみ効果を示した。一方、クリアキルは25℃に
おいて、より高い希釈倍率、また有機物が混入して
も効果を示した。ただし、同薬の効果は4℃では消
失した。

ハロゲン系消毒薬：4℃でも不活化効果を示した
が、クレンテとクリナップAは有機物の混入で効
果が低下した。ビルコン-Sは温度、有機物の混入の
影響を受けず安定的な効果を示した。
　［EHV-1］4級アンモニウム塩：25℃では、クリア
キルが有機物の混入の影響も受けず最も高い不活
化効果を示した（表3）。ただし、同薬の効果は0℃
では消失した。
　ハロゲン系消毒薬：0℃でも不活化効果を示し
たが、クレンテは有機物の混入で4倍の効果の低
下を示した。一方、ビルコン-Sは有機物の混入によ
る効果の低下が2倍に止まった。
　［RV］4級アンモニウム塩：パコマはいずれの条
件でも不活化効果を示さなかった（表4）。クリア
キルは25℃、有機物の混入無しの条件でのみ効果
を示した。ベタセプトは0℃でも効果を示したが、
有機物の混入で効果を消失した。
　ハロゲン系消毒薬：0℃でも不活化効果を示し
た。有機物の混入の有無にかかわらず、最も高い効
果を示した消毒薬はクレンテであった。

【考察】
　EIVおよびEHV-1に対しては、ビルコン－Sが最
も安定的な不活化効果を示したが、同薬は金属へ
の腐食性が知られている。したがって、これらのウ
イルスの流行時には、比較的生体に安全とされる
4級アンモニウム塩のクリアキルを微温湯で希釈
して使用することが望ましいと考えられた。一方、
RVに対する4級アンモニウム塩の効果は有機物の
混入で消失したことから、同ウイルスの流行時に
はハロゲン系消毒薬を使用する必要があり、特に
クレンテが効果的であると考えられた。 
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表1　使用した消毒薬 表3　ウマヘルペスウイルス1型に対する不活化効果

表2　馬インフルエンザウイルスに対する不活化効果 表4　ウマロタウイルスに対する不活化効果
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日本の馬インフルエンザワクチン株と
最近の海外流行株との抗原性状比較

○山中隆史・ 坂内　天・根本　学・辻村行司・近藤高志 (栃木)
Ann Cullinane・Sarah Gildea (Irish Equine Centre)

【背景と目的】
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス(EIV, H3N8) の感染による急性呼吸器疾患であ
り、通常、発熱を伴う。本症に対する防疫の一つと
して、不活化ワクチンの接種による馬体への中和
抗体の賦与があげられる。しかし、本症の流行は、
欧米を中心にワクチン接種を受けた馬群において
でさえも、毎年、発生が報告されている。また、EIV
の抗原性は頻繁に変化することから、結果的に、ワ
クチン接種により獲得された中和抗体では対応で
きない変異ウイルスが生じる可能性がある。そこ
で、国際獣疫事務局 (OIE)では、毎年、最新の流行株
の抗原性状を分析し、ワクチン推奨株を公表して
いる。本研究は、日本の馬インフルエンザワクチン
株と最近の海外分離株との間における抗原性状を
交差中和試験により比較し、日本の馬インフルエ
ンザワクチンの海外流行株に対する防御効果を考
察したものである。

【材料と方法】
　日本の馬インフルエンザワクチン株であるアル
ゼンチン亜系統のLa Plata/1993およびフロリダ
亜系統クレード(Fc) 1のIbaraki/2007、およびOIE
のワクチン推奨株であるSouth Africa/2003 (Fc1)
およびRichmond/2007 (Fc2)を、それぞれワクチ
ン未接種馬に吸入接種し、各株の抗血清を作製し
た。これらの抗血清を、過ヨウ素酸-熱-トリプシン
処理し、2 倍階段希釈した。中和試験は、
104.0EID50/200µLに調整したEIV株を、等量の血清
希釈列に加えて34℃1時間反応させた後に、各希
釈血清につき5個の発育鶏卵のしょう尿膜腔に接
種し3日間培養することにより実施した。培養後
に、しょう尿液を回収して血球凝集試験を行い、5
個中3個以上の発育鶏卵で血球凝集を示さなかっ
た抗血清の最高希釈倍数の逆数を中和抗体価とし

て表した。

【結果および考察】
　Ibaraki/2007の抗血清は、OIEがFc1の代表株と
してワクチンに推奨しているSouth Africa/2003
を含む北米で流行している様々なFc1株と、広く
交差し良好な中和反応を示した。一方、L a  
Plata/1993の抗血清は、OIEがワクチンにFc2の代
表株として推奨しているRichmond/2007を含む
欧州で流行している様々なFc2株と、広く良好な
交差中和反応を示した。しかし、同抗血清は、ヘマ
グルチニン蛋白質の抗原決定部位に存在する144
番目のアミノ酸が変異したFc2株に対しては、著
しい中和反応性の低下を示した。この変異株は、
2011年以降、英国やアイルランドにおいて支配的
に流行している。以上の結果は、日本の馬インフル
エンザワクチンが、同変異株に対する防御効果を
低下させている可能性を示唆するものである。
　上記内容は、Equine Vet. J. 誌上において電子公
開されている。
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感染実験によるウマコロナウイルスの病原性の検討

○根本　学・木下優太・丹羽秀和・上野孝範・片山芳也・坂内　天
辻村行司・山中隆史・近藤高志（栃木）・尾宇江康啓（北海道釧路家保）
森田美範（十勝ドラフトホースクリニック）・菅野　徹（動衛研）

【背景と目的】
　近年、ウマコロナウイルス（ECoV）病の集団発生
が日本およびアメリカから報告されている。集団
発生時に観察された主な症状は、発熱、食欲不振、
元気消失であり、そのうち一部が下痢等の消化器
症状を示した。しかしこれまでにECoV病を実験的
に再現した報告がないため、ECoVの病原性や発症
機序の詳細は不明である。そこで本研究ではECoV
の病原性および発症機序の解明に向けて実験的に
ECoV病の再現を試み、その臨床経過およびウイル
ス排出期間を調査することとした。

【材料と方法】
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g（ウイルス遺伝子量4.2×107コピー/グラム）
をPBSで希釈した懸濁液1000mlを作製し、9-10ヶ
月齢の重種馬3頭にそれぞれ経鼻投与した。そし
て体温および症状を2週間観察した。観察期間中、
糞便および鼻腔スワブを採取し、リアルタイム
RT-PCR法にて各検体中のウイルス遺伝子量を測
定した。さらにウイルス投与前後のペア血清を用
いて中和抗体価を測定した。

【結果と考察】
　ECoV陽性下痢便投与後、3頭全ての中和抗体価
がウイルス投与後に有意に上昇し、ECoVに感染し
たことが示された。経過観察中、3頭中2頭が流行
時に観察された症状である発熱（図1）、食欲不振、
軟便を示した。臨床症状の有無に関わらず3頭全
てが投与後3-4日目から9日間以上糞便中にECoV
を排出していたことが、リアルタイムRT-PCR法に
より確認された。この結果は、ECoV感染馬が症状
の有無に関わらず長期間に渡ってウイルスを排出
することを示している。ピーク時の糞便中のウイ
ルス遺伝子量は2.7×109～5.5×1010コピー/グラ

ムであった。さらに3頭全てにおいて、糞便中と比
較すると少ないものの、鼻腔スワブからECoVが検
出された。排出ウイルス量の多さから主要感染経
路は糞口感染であると考えられるが、この結果か
らECoVが呼吸器感染する可能性も考慮する必要
がある。
　本研究によりECoV病を実験的に再現すること
に成功し、ECoV病の臨床経過およびウイルス排出
期間を調査することができた。本研究内容はECoV
病の病原性および発症機序の解明に向け有用な情
報となるであろう。
　なお本内容は、Archives of Virology誌の2014年
159巻12号に掲載されている。

図1　各馬の体温の推移
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

競走馬総合研究所　関口　隆

第8回　松葉博士と競走馬の装蹄
　戦前の競走馬の臨床獣医学や装蹄を語る上で、
忘れてはならない偉大な指導者として、松葉重雄
博士がいらっしゃいます(写真1)。

　松葉重雄博士は明治45年東京帝国大学獣医学
科を卒業後、同大学の講師に就任しましたが、大学
と関係が深かった東京競馬倶楽部(目黒競馬場)の
嘱託になり、倶楽部で信頼が厚かった須藤義衛門
教授の後継者として、競走馬の馬体検査や診療に
あたりました。そして厩舎に寝泊りしては調教師
と接し、馬と接して臨床経験を積み厩舎関係者の
信頼を得ました(写真2)。
　また博士はスポーツ医学の観点から、競走馬の
調教法や故障の原因を追究するようになり、生き
た馬の筋肉や腱を切断して歩様を撮影し、その機
能を解明するなど、当時としては画期的な手法で
研究を行いました。その結果、競走馬の疲労や故障
は装蹄と関連が深いことに着眼し、削蹄や蹄鉄の
装着方法で腱の痛みを軽減する「装蹄療法」を発表
しました。また博士はその理論を実践するため、陸
軍獣医学校の雇蹄鉄工※１を伴って、目黒競馬場

で競走馬の装蹄を行うようになりました1-4)。
※1 雇蹄鉄工(やといていてつこう)：陸軍獣医学校
は、明治26年創設された陸軍獣医士官および蹄鉄
工長を養成する機関で、獣医学や装蹄学の研究も
行われていた。そして学校では、所属する馬の装蹄
や授業を補佐するために退役した蹄鉄工兵を採用
し、雇蹄鉄工と呼んでいた。

※2 大礼記念競馬：昭和天皇の即位を記念して行
われた臨時競馬で、昭和3年10月目黒競馬場と京
都競馬場で開催された。

　そして、松葉博士や獣医学校の松原茂平蹄鉄科
教官の指導を受けた雇蹄鉄工の座間兼次郎氏(昭
和8年 東京)、牛丸森男氏(昭和7年 中山)、小柴正男
氏(昭和7年 阪神)がそれぞれの競馬場で独立開業
し、競走馬装蹄の基礎を築きました 5 )(写真3-5)。
　JRAでは毎年、競走馬に関する調査研究発表会
という獣医学や装蹄、馬場施設に関する研究会を
開催しています。そして昭和48年第15回から、獣
医学だけでなく装蹄学の分野でも多大な貢献をさ
れた松葉博士にちなんで「松葉賞」が設けられ、優
秀な研究に送られています6, 7)(写真6)。

参考文献
1）島崎保正. 1954. 優駿第14巻第1号. 松葉博士の
思い出. 35-37. 競馬共助会,東京.

2）櫻井信雄. 1988. 東京競馬場競走馬診療所50年
の歩み. 松葉重雄博士と競馬. 37-40. 日本中央
競馬会馬事部, 東京.

3）小堀孝二. 1981. 厩舎歩き50年. 小堀孝二の「今
昔騎談」より. 松葉先生. 150-151. 中央競馬
ピーアールセンター, 東京.

4）松葉重雄. 1948. 装蹄療法. 日本装蹄師会, 東京.
5）松原茂平. 1978. 優駿第38巻第11号. 長かった
装蹄の過去を顧みて. 24-28.日本中央競馬会, 
東京.

6）松葉重雄先生の思い出. 1985. 松葉重雄先生思
い出の会実行委員会, 東京.

7）優駿第34巻第2号. 1947. 新設された松葉賞. 
17. 日本中央競馬会, 東京.

（写真1）診療中の松葉博士　昭和8年頃
（東京競馬場競走馬診療所50年の歩み. 昭和63年JRA発行より引用。）

（写真2）大礼記念競馬※２の馬体検査　目黒競馬場
上図は馬の体高を計っているところ。下図は須藤博士の検診
（目黒の厩舎にて）
（競馬ファン第3巻第3号（10月増大号）.昭和3年  黎明社発行よ
り引用。JRA提供）
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第8回　松葉博士と競走馬の装蹄
　戦前の競走馬の臨床獣医学や装蹄を語る上で、
忘れてはならない偉大な指導者として、松葉重雄
博士がいらっしゃいます(写真1)。

　松葉重雄博士は明治45年東京帝国大学獣医学
科を卒業後、同大学の講師に就任しましたが、大学
と関係が深かった東京競馬倶楽部(目黒競馬場)の
嘱託になり、倶楽部で信頼が厚かった須藤義衛門
教授の後継者として、競走馬の馬体検査や診療に
あたりました。そして厩舎に寝泊りしては調教師
と接し、馬と接して臨床経験を積み厩舎関係者の
信頼を得ました(写真2)。
　また博士はスポーツ医学の観点から、競走馬の
調教法や故障の原因を追究するようになり、生き
た馬の筋肉や腱を切断して歩様を撮影し、その機
能を解明するなど、当時としては画期的な手法で
研究を行いました。その結果、競走馬の疲労や故障
は装蹄と関連が深いことに着眼し、削蹄や蹄鉄の
装着方法で腱の痛みを軽減する「装蹄療法」を発表
しました。また博士はその理論を実践するため、陸
軍獣医学校の雇蹄鉄工※１を伴って、目黒競馬場

で競走馬の装蹄を行うようになりました1-4)。
※1 雇蹄鉄工(やといていてつこう)：陸軍獣医学校
は、明治26年創設された陸軍獣医士官および蹄鉄
工長を養成する機関で、獣医学や装蹄学の研究も
行われていた。そして学校では、所属する馬の装蹄
や授業を補佐するために退役した蹄鉄工兵を採用
し、雇蹄鉄工と呼んでいた。

※2 大礼記念競馬：昭和天皇の即位を記念して行
われた臨時競馬で、昭和3年10月目黒競馬場と京
都競馬場で開催された。

　そして、松葉博士や獣医学校の松原茂平蹄鉄科
教官の指導を受けた雇蹄鉄工の座間兼次郎氏(昭
和8年 東京)、牛丸森男氏(昭和7年 中山)、小柴正男
氏(昭和7年 阪神)がそれぞれの競馬場で独立開業
し、競走馬装蹄の基礎を築きました 5 )(写真3-5)。
　JRAでは毎年、競走馬に関する調査研究発表会
という獣医学や装蹄、馬場施設に関する研究会を
開催しています。そして昭和48年第15回から、獣
医学だけでなく装蹄学の分野でも多大な貢献をさ
れた松葉博士にちなんで「松葉賞」が設けられ、優
秀な研究に送られています6, 7)(写真6)。

参考文献
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（写真5）馬繋所

（写真4）東京競馬場　装蹄所

（東京競馬場 治療室 昭和12年日本競馬会発行より引用。JRA 提供）

（写真6）第1回松葉賞
(JRA馬事公苑 所蔵)

（写真3）日本装蹄業者組合（昭和12年 設立）
　　　  初代組合長　 座間兼次郎氏
（蹄第199号.1枚の写真Vol13.平成14年日本装蹄師会発行より
引用。　　　　　　　　　　　　　　　 日本装削蹄協会 提供）
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2014年度アメリカ獣医外科学会（ACVS）に参加して

帯広畜産大学臨床獣医学研究部門大動物外科学研究室　佐々木直樹

1. 馬の大腿骨内側顆の軟骨下骨欠損に対する合
成骨軟骨インプラントの評価

Husby et al. (USA, Columbia Univ.)
　通常、馬の骨軟骨症（OC）および軟骨下骨嚢胞
（SCL）は、跛行を引き起こす。本研究ではこれらの
疾患に対する治療方法を開発することを目的とし
て合成骨軟骨インプラントの評価を行った。後肢
に跛行を有さない成馬6頭に対し、全身吸入麻酔
下において左右の大腿骨の内側顆の2箇所に直径
20mm、深さ8mmの軟骨ならびに軟骨下骨欠損を
作製した。一方に軟骨下骨インプラントを挿入し
た。術前から術後6ヶ月までの関節液を採取し、
6ヶ月後に組織学的評価を実施した。その結果、術
後の跛行は左右肢において有意差は認められな
かった。また、滑液中の炎症性パラメータは左右肢
において有意差は認められなかった。さらに、イン
プラントを装着した肢では、インプラントと接触
する反対側の関節に陥凹が観察された。以上のこ
とから、馬の関節においてインプラントは6ヶ月
間加重に耐え、かつ安全であることが明らかと

なった。一方で、強固なインプラントと接触する関
節面の損傷が課題として残された。

2. 深指屈腱病変の治療における腱鞘鏡の評価
Wright et al. (United Kingdom, Newmarket 
Equine Hospital)
　舟嚢への腱鞘鏡のアプローチ部位として、遠位
指滑液鞘からT靱帯をアプローチする方法が最も
有用である。T靱帯は軸方向の線維性組織を欠いて
いるので、周囲との判別が可能である。カーブナイ
フと鉤のついた鋏が舟嚢のアプローチに必要とな
る。深指屈腱の背側の裂傷はMRIで識別可能であ
るが、腱鞘鏡での観察が推奨される。前肢に跛行を
有する乗用馬114頭のうち92頭（81％）に舟嚢の
病変が観察された。一方、超音波やレントゲン検査
では32％が診断可能であった。深屈腱背側面の病
変はMRIで87％、CTで88％が診断可能であった
が、腱鞘鏡では98％が診断可能であった。腱鞘鏡
を実施する際、腱の裂傷は骨把持鉗子あるいは関
節鏡鋏を用いて除去し、線維組織は電動滑膜除去

　2014年アメリカ獣医外科学会（American college of veterinary surgeons, ACVS）は、2014年10月15
日から18日の4日間の日程でアメリカ西海岸の都市サンディエゴで開催された。サンディエゴ・コンベ
ンションセンター内11会場において、小動物関連4会場、馬関連3会場、大動物関連1会場、特別プログラ
ム4会場、テクニシャン関連1会場に分かれて開催された。外科関連のラボは15プログラムが開催され、
馬関連の演題では教育講演ならびに研究発表を合わせて122演題の発表が行われた。その内訳は、「跛行
診断」、「上肢の跛行診断と画像診断」、「呼吸器外科のアップデート」、「大動物一般演題」、「中手骨ならび
に中足骨の跛行診断と画像診断」、「腹腔鏡」、「腱鞘鏡」、「歯科」、「専門医課程レジデント（研修医）発表」、
「整形外科」、「消化器外科」、「下肢の跛行診断と画像診断」であった。下記に注目すべき演題ならびに当
研究室の4演題について、その概要を紹介する。

器を用いて除去した。腱鞘鏡の術後6ヶ月間の
フォローアップした84頭のうち74頭が乗馬とし
て利用可能であった。

3. 馬胸腔鏡検査
Fischer et al. (USA, Chino Valley Equine Hospital)
　馬での胸腔鏡検査は腹腔鏡検査と同様の装置を
必要とする。また、ハイムバルブ付き胸腔チューブ
と吸引装置を使用することで気胸を防止すること
ができる。
　腹腔鏡検査と異なり、食餌や引水の制限は必要
ない。通常、手術前に破傷風予防接種、抗菌剤、抗炎
症剤の投与を行う。立位保定で鎮静剤および鎮痛
剤を投与した後、全身吸入麻酔下横臥位保定で胸
腔鏡を実施した。トロカール挿入部位の局所麻酔
を施し、肋骨間にトロカールを挿入する。麻酔中、
呼吸管理を必要とするが、ベンチレータでの調節
呼吸は肺が膨張するため観察が困難となる。この
ため、必要に応じて酸素を経鼻的に吸入させる。胸
腔鏡終了後は肺を再度膨張させて皮膚を縫合する
必要がある。胸腔鏡は胸膜炎や肺炎の治療への反
応や予後判定に有用である。ドレインを直接膿瘍
の下部に設置することも可能である。肺やリンパ
節の生検を得ることも可能である。横隔膜ヘルニ
アは胸腔内縫合によって治療が可能となる。

4. 消化器外科手術中の合併症ならびに処理方法
Lou i s e  e t  a l .  (USA ,  New  Bo l t on  Cen t e r ,  
Pennsylvania Univ.)
　消化器外科手術中合併症の予防は、患畜の術後
管理を容易にするために重要である。術前の手術
計画を手術助手と事前に打ち合わせることは、術
中の合併症を予防するうえで重要である。術中合
併症が発生した場合には落ち着いて、他の外科
チームと連携することが重要である。オーナーに
対し、合併症の予測をあらかじめ伝えておくこと
は重要である。近年、空盲吻合術は術後合併症発生
率の高いことが指摘されている。外科医が空腸を
盲腸へ吻合する際、360度誤って吻合した場合に
は、腸間膜の欠損部分を閉鎖することが不可能と
なり、閉塞による術後逆流と疝痛を発生する可能
性が高くなる。この合併症を予防するため、腸間膜

根部側の欠損部分より縫合を開始し、閉鎖する腸
間膜を充分残すようにすると良い。術後合併症を
予防するうえで、空腸の吻合部位は健康な粘膜が
出現するまで、障害を受けた空腸を除去する必要
がある。また、背側盲腸ヒモの緊張により吻合部分
が圧迫されない部位での吻合が望ましい。

5. 術後イレウスの予防と治療
Mair  e t  a l .  (Uni ted Kingdom,  Bel l  Equine 
Veterinary Clinic)
　馬の消化管手術後のイレウス（POI）は重大な術
後合併症である。疝痛症例の10-50％にイレウス
が発生し、その致死率は13-86％であると報告さ
れている。
　イレウスは消化管運動の機能的な異常であり、
原因として神経異常、内分泌異常、炎症、多因子が
あげられている。カハール細胞のニューロン間の
相互作用異常、すなわち消化管運動の協調（細胞お
よび平滑筋）異常が術後イレウスに強く関与して
いる。腸管切除を必要とする馬は、術後イレウスを
発症するリスクが最も高い。術後イレウスの診断
は、一般的に経鼻胃カテーテルからの胃液逆流の
識別、心拍数の持続的上昇（＞40拍/分）、軽度～重
度の疝痛症状、直腸検査や超音波検査による複数
の腸管ループ（液体を含む）の存在による。予防と
して早期の外科的手技に依存しており、胃チュー
ブを用いた胃の減圧、消化管運動促進剤や抗炎症
剤などの薬物療法を行う必要がある。

6. 手根関節掌側の関節鏡
Nixon et al. (USA, Cornell Univ.)

　近年、良質のデジタルX線検査の増加に伴い、手
根骨掌側面の骨折病変が観察されるようになっ
た。橈側手根骨の掌側面と副手根骨近位掌側面が
多発部位である。これらの骨折は肢を屈曲する際
に圧迫されて生じる。跛行を改善するために、関節
鏡手術が実施される。特に、橈骨手根間関節の関節
内骨折は単発で大規模に発生する。その領域の関
節鏡手術は手根関節を30度程度に屈曲し、背側か
らアプローチする。損傷後、早期に関節鏡手術を実
施し、関節炎の程度を評価し、骨片を除去すること
が重要である。滑膜組織は、骨折の断片を特定する

ために除去されなければならない。手根関節背側
への関節鏡手術は難易度が高いとされる。

7．骨髄由来間葉系幹細胞混合肝細胞増殖因子含
浸ゼラチンスポンジを用いた末梢神経再生に関す
る研究
Sasaki, Uchiyama et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　大動物では上腕骨々折が生じた場合には橈骨神
経損傷を併発することが多い。神経麻痺や神経損
傷が軽度の場合には、固定処置を行うことで機能
回復が期待できるものの、神経が完全に切断され
ている場合には機能回復は難しい。骨髄由来間葉
系幹細胞は骨髄液中に存在し、様々な細胞に分化
する能力を有し、肝細胞増殖因子（HGF）は、神経細
胞の分化を促進させる作用をもつ。本研究では、軸
索伸長を促進する物質として骨髄由来間葉系幹細
胞、HGFおよびゼラチンスポンジが大動物の末梢
神経損傷に及ぼす影響について検討した。供試動
物としてホルスタイン種子牛12頭を用いた。供試
牛6頭の寛結節より骨髄液を採取し、幹細胞の培
養を2週間行った。次に、幹細胞ならびにHGFをゼ
ラチンスポンジに含浸させた。全身吸入麻酔下に
おいて左橈骨神経を1cm切除し、欠損部に幹細胞
混合HGF含浸ゼラチンスポンジを挿入した（HGF
群：n=6）。コントロールとして生理食塩水含浸ゼ
ラチンスポンジを挿入した（コントロール群：
n=6）。評価は、歩様検査、神経機能検査および1ヶ
月後における組織学的検査により行った。歩様検
査および神経機能検査により、HGF群はコント
ロール群と比較して有意に高いスコアを示した。
組織学的検査において、HGF群はS-100染色陽性の
範囲がコントロール群と比較して広く観察され
た。また、HGF群はコントロール群よりもシュワン
細胞が多く確認された。組織学的検査により、幹細
胞およびHGFは神経再生を促進する効果をもつこ
とが明らかにされた。また、神経が再生したことに
より歩様検査および神経機能検査で見られた運動
機能の回復が生じたと考えられた。以上により、骨
髄由来間葉系幹細胞混合HGF含浸スポンジは牛の
末梢神経再生を促進することが明らかとなった。

8．馬の大腿骨における関節軟骨欠損に対する滑

膜フラップの検討
Sasaki, Kambayashi et al. (Japan, Obihiro Univ)

　軟骨下骨嚢胞は骨軟骨欠損を伴う疾患であり、
馬においてパフォーマンスの低下を引き起こす疾
患として重要である。近年、その治療法として、骨
髄由来間葉系幹細胞、骨形成蛋白-2（BMP-2）、多血
小板血漿、およびゼラチンβ-TCPスポンジ（スポ
ンジ）を用いることの有効性が示唆されている。さ
らに、関節包の内膜を形成する滑膜には軟骨への
分化能を有する幹細胞が豊富に含まれていること
が明らかとなっている。本研究では幹細胞、BMP-2
および多血小板血漿を含有するスポンジ（幹細胞
混合スポンジ）と滑膜フラップの併用が骨および
軟骨の修復に及ぼす影響について検討した。サラ
ブレッド種馬5頭を用いた。胸骨より骨髄液を採
取し、骨髄濃縮液作製ならびに幹細胞培養を行っ
た。馬を全身吸入麻酔下で仰臥位に保定し、大腿骨
の左右の内側顆に2ヶ所ずつ、計4ヶ所の骨軟骨欠
損を作製した。それぞれの欠損部に幹細胞混合ス
ポンジ＋滑膜フラップ（フラップ群） 、幹細胞混合
スポンジ（スポンジ群）、骨髄濃縮液（骨髄濃縮液
群）、コントロールとして無処置（コントロール群）
を設定した。手術後16週目においてCT評価、肉眼
的検査および組織学的検査を実施した。CT評価の
結果、フラップ群、スポンジ群および骨髄濃縮液群
のCT値はコントロール群と比較して有意に高値
を示していた。肉眼的検査において、フラップ群、
スポンジ群および骨髄濃縮液群の肉眼スコアはコ
ントロール群と比較して有意に低値を示してお
り、特にフラップ群では白色で滑らか且つ周囲と
の連続性を有する組織が認められた。組織学的検
査では、フラップ群において他群と比較して軟骨
細胞の細胞外基質であるプロテオグリカンやタイ
プⅡコラーゲンの発現が豊富に認められた。本研
究により、関節軟骨の欠損に対して幹細胞混合GT
スポンジに加えて滑膜フラップを適用すること
で、軟骨下骨および軟骨の修復が促進されるとい
うことが明らかとなった。これは、滑膜フラップに
よりスポンジに含まれる幹細胞や成長因子の関節
液中への流出を軽減できたこと、および滑膜から
欠損部位に対して幹細胞が供給されたことによる
ものであると推察された。今後は、馬の関節軟骨欠

損を伴う疾患に対して、幹細胞混合GTスポンジを
用いた治療法に滑膜フラップを併用した治療法の
応用が期待された。

9．馬骨髄由来間葉系幹細胞培養増殖能に関する
ウシ胎児血清ならびに血小板溶解液の比較

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
児血清の問題（倫理的,科学的,安全性）を解決する
ために,幹細胞の培養に対する,血小板溶解液とウ
シ胎児血清の作用について比較検討した。馬の胸
骨から骨髄液を採取して,ウシ胎児血清あるいは
血小板溶解液を含む培養液中に混和し,10日間培
養を行った後,幹細胞数を測定し,幹細胞の特性
（ALP染色陽性,カルシウム沈着,mRNA発現）を分析
した。細胞数について有意差は認められず, 特性に
ついては同様の結果が認められた。このことから,
血小板溶解液はウシ胎児血清に見られるような問
題点がなく,馬間葉系幹細胞の培養に有用である
と考えられた。

10．馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジの骨
再生効果の検討 

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　馬の骨欠損を作製し、様々な濃度の骨髄由来間
葉系幹細胞（以下、幹細胞）およびBMP-2を含浸さ
せたゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジ（以
下、スポンジ）を移植し、骨再生効果を検討した。健
康なサラブレッド種馬7頭を使用した。第3中足骨
に骨欠損を8か所作製し、それぞれに対して、幹細
胞（2×105、2×106）およびBMP-2（1 µg、3 µg）を
含浸させたスポンジ（Control、GT、GT/M-5、
GT/M-6、GT/M-5/B-1、GT/M-5/B-3、GT/M-6/B-1
ならびに GT/M-6/B-3）をランダムに移植した。な
お、コントロール: ブランク、GT: スポンジ、M-5: 

2×105の幹細胞、M-6: 2×106の幹細胞、B-1: 1 µg
のBMP-2、B-3: 3 µgのBMP-2とした。評価はX線検
査、CT検査ならびに病理組織学的検査により実施
した。コントロール群は、他の群に比較して有意に
低いX線スコアおよびCT値を示した。GT/M-5/B-3
群およびGT/M-6/B-3群は他の群に比較して有意
に高いX線スコアおよびCT値を示した。組織学的
検査において、GT/M-5/B-3群およびGT/M-6/B-3
群は他の群に比較してより多くの緻密骨が観察さ
れた。なお、すべての群において、スポンジの残存
や免疫反応等は観察されなかった。本硏究の結果
により、幹細胞混合骨形成蛋白-2含浸ポンジの骨
再生効果が認められた。また、幹細胞数の増加に
伴った骨再生の違いは確認されず、BMP-2濃度の
増加に伴った骨再生促進効果が認められた。これ
は、移植された幹細胞の死滅、あるいは移植された
幹細胞が他の部位に移動したためであると考えら
れる。現在、移植された幹細胞の多くが死滅および
他部位へ移動することが明らかにされている。今
後、馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ポンジの応用が期待された。

結語
　 今 回 ご 紹 介 し た 内 容 は ア メ リ カ 獣
医 外 科 学 会（ A C V S ）の ホ ー ム ペ ー ジ
（https ://www.acvs .org/surgery-summit）
内 の 2 0 1 4  P r o c e e d i n g s
（http://2014surgerysummit.conferencespot.org/
）からTable of Contentsを選択することで、教育講
演ならびに研究発表のイラスト入り要旨全文を取
得できる。今年度、Equine Surgery分野において日
本から4本の科学論文が採択され、今後さらなる
研究成果の発展が期待された。2015年度のACVS
はアメリカ・テネシー州ナッシュビルにおいて
2015年10月22日から24日までのシンポジウム開
催が決定されている。
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1. 馬の大腿骨内側顆の軟骨下骨欠損に対する合
成骨軟骨インプラントの評価

Husby et al. (USA, Columbia Univ.)
　通常、馬の骨軟骨症（OC）および軟骨下骨嚢胞
（SCL）は、跛行を引き起こす。本研究ではこれらの
疾患に対する治療方法を開発することを目的とし
て合成骨軟骨インプラントの評価を行った。後肢
に跛行を有さない成馬6頭に対し、全身吸入麻酔
下において左右の大腿骨の内側顆の2箇所に直径
20mm、深さ8mmの軟骨ならびに軟骨下骨欠損を
作製した。一方に軟骨下骨インプラントを挿入し
た。術前から術後6ヶ月までの関節液を採取し、
6ヶ月後に組織学的評価を実施した。その結果、術
後の跛行は左右肢において有意差は認められな
かった。また、滑液中の炎症性パラメータは左右肢
において有意差は認められなかった。さらに、イン
プラントを装着した肢では、インプラントと接触
する反対側の関節に陥凹が観察された。以上のこ
とから、馬の関節においてインプラントは6ヶ月
間加重に耐え、かつ安全であることが明らかと

なった。一方で、強固なインプラントと接触する関
節面の損傷が課題として残された。

2. 深指屈腱病変の治療における腱鞘鏡の評価
Wright et al. (United Kingdom, Newmarket 
Equine Hospital)
　舟嚢への腱鞘鏡のアプローチ部位として、遠位
指滑液鞘からT靱帯をアプローチする方法が最も
有用である。T靱帯は軸方向の線維性組織を欠いて
いるので、周囲との判別が可能である。カーブナイ
フと鉤のついた鋏が舟嚢のアプローチに必要とな
る。深指屈腱の背側の裂傷はMRIで識別可能であ
るが、腱鞘鏡での観察が推奨される。前肢に跛行を
有する乗用馬114頭のうち92頭（81％）に舟嚢の
病変が観察された。一方、超音波やレントゲン検査
では32％が診断可能であった。深屈腱背側面の病
変はMRIで87％、CTで88％が診断可能であった
が、腱鞘鏡では98％が診断可能であった。腱鞘鏡
を実施する際、腱の裂傷は骨把持鉗子あるいは関
節鏡鋏を用いて除去し、線維組織は電動滑膜除去

器を用いて除去した。腱鞘鏡の術後6ヶ月間の
フォローアップした84頭のうち74頭が乗馬とし
て利用可能であった。

3. 馬胸腔鏡検査
Fischer et al. (USA, Chino Valley Equine Hospital)
　馬での胸腔鏡検査は腹腔鏡検査と同様の装置を
必要とする。また、ハイムバルブ付き胸腔チューブ
と吸引装置を使用することで気胸を防止すること
ができる。
　腹腔鏡検査と異なり、食餌や引水の制限は必要
ない。通常、手術前に破傷風予防接種、抗菌剤、抗炎
症剤の投与を行う。立位保定で鎮静剤および鎮痛
剤を投与した後、全身吸入麻酔下横臥位保定で胸
腔鏡を実施した。トロカール挿入部位の局所麻酔
を施し、肋骨間にトロカールを挿入する。麻酔中、
呼吸管理を必要とするが、ベンチレータでの調節
呼吸は肺が膨張するため観察が困難となる。この
ため、必要に応じて酸素を経鼻的に吸入させる。胸
腔鏡終了後は肺を再度膨張させて皮膚を縫合する
必要がある。胸腔鏡は胸膜炎や肺炎の治療への反
応や予後判定に有用である。ドレインを直接膿瘍
の下部に設置することも可能である。肺やリンパ
節の生検を得ることも可能である。横隔膜ヘルニ
アは胸腔内縫合によって治療が可能となる。

4. 消化器外科手術中の合併症ならびに処理方法
Lou i s e  e t  a l .  (USA ,  New  Bo l t on  Cen t e r ,  
Pennsylvania Univ.)
　消化器外科手術中合併症の予防は、患畜の術後
管理を容易にするために重要である。術前の手術
計画を手術助手と事前に打ち合わせることは、術
中の合併症を予防するうえで重要である。術中合
併症が発生した場合には落ち着いて、他の外科
チームと連携することが重要である。オーナーに
対し、合併症の予測をあらかじめ伝えておくこと
は重要である。近年、空盲吻合術は術後合併症発生
率の高いことが指摘されている。外科医が空腸を
盲腸へ吻合する際、360度誤って吻合した場合に
は、腸間膜の欠損部分を閉鎖することが不可能と
なり、閉塞による術後逆流と疝痛を発生する可能
性が高くなる。この合併症を予防するため、腸間膜

根部側の欠損部分より縫合を開始し、閉鎖する腸
間膜を充分残すようにすると良い。術後合併症を
予防するうえで、空腸の吻合部位は健康な粘膜が
出現するまで、障害を受けた空腸を除去する必要
がある。また、背側盲腸ヒモの緊張により吻合部分
が圧迫されない部位での吻合が望ましい。

5. 術後イレウスの予防と治療
Mair  e t  a l .  (Uni ted Kingdom,  Bel l  Equine 
Veterinary Clinic)
　馬の消化管手術後のイレウス（POI）は重大な術
後合併症である。疝痛症例の10-50％にイレウス
が発生し、その致死率は13-86％であると報告さ
れている。
　イレウスは消化管運動の機能的な異常であり、
原因として神経異常、内分泌異常、炎症、多因子が
あげられている。カハール細胞のニューロン間の
相互作用異常、すなわち消化管運動の協調（細胞お
よび平滑筋）異常が術後イレウスに強く関与して
いる。腸管切除を必要とする馬は、術後イレウスを
発症するリスクが最も高い。術後イレウスの診断
は、一般的に経鼻胃カテーテルからの胃液逆流の
識別、心拍数の持続的上昇（＞40拍/分）、軽度～重
度の疝痛症状、直腸検査や超音波検査による複数
の腸管ループ（液体を含む）の存在による。予防と
して早期の外科的手技に依存しており、胃チュー
ブを用いた胃の減圧、消化管運動促進剤や抗炎症
剤などの薬物療法を行う必要がある。

6. 手根関節掌側の関節鏡
Nixon et al. (USA, Cornell Univ.)

　近年、良質のデジタルX線検査の増加に伴い、手
根骨掌側面の骨折病変が観察されるようになっ
た。橈側手根骨の掌側面と副手根骨近位掌側面が
多発部位である。これらの骨折は肢を屈曲する際
に圧迫されて生じる。跛行を改善するために、関節
鏡手術が実施される。特に、橈骨手根間関節の関節
内骨折は単発で大規模に発生する。その領域の関
節鏡手術は手根関節を30度程度に屈曲し、背側か
らアプローチする。損傷後、早期に関節鏡手術を実
施し、関節炎の程度を評価し、骨片を除去すること
が重要である。滑膜組織は、骨折の断片を特定する

ために除去されなければならない。手根関節背側
への関節鏡手術は難易度が高いとされる。

7．骨髄由来間葉系幹細胞混合肝細胞増殖因子含
浸ゼラチンスポンジを用いた末梢神経再生に関す
る研究
Sasaki, Uchiyama et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　大動物では上腕骨々折が生じた場合には橈骨神
経損傷を併発することが多い。神経麻痺や神経損
傷が軽度の場合には、固定処置を行うことで機能
回復が期待できるものの、神経が完全に切断され
ている場合には機能回復は難しい。骨髄由来間葉
系幹細胞は骨髄液中に存在し、様々な細胞に分化
する能力を有し、肝細胞増殖因子（HGF）は、神経細
胞の分化を促進させる作用をもつ。本研究では、軸
索伸長を促進する物質として骨髄由来間葉系幹細
胞、HGFおよびゼラチンスポンジが大動物の末梢
神経損傷に及ぼす影響について検討した。供試動
物としてホルスタイン種子牛12頭を用いた。供試
牛6頭の寛結節より骨髄液を採取し、幹細胞の培
養を2週間行った。次に、幹細胞ならびにHGFをゼ
ラチンスポンジに含浸させた。全身吸入麻酔下に
おいて左橈骨神経を1cm切除し、欠損部に幹細胞
混合HGF含浸ゼラチンスポンジを挿入した（HGF
群：n=6）。コントロールとして生理食塩水含浸ゼ
ラチンスポンジを挿入した（コントロール群：
n=6）。評価は、歩様検査、神経機能検査および1ヶ
月後における組織学的検査により行った。歩様検
査および神経機能検査により、HGF群はコント
ロール群と比較して有意に高いスコアを示した。
組織学的検査において、HGF群はS-100染色陽性の
範囲がコントロール群と比較して広く観察され
た。また、HGF群はコントロール群よりもシュワン
細胞が多く確認された。組織学的検査により、幹細
胞およびHGFは神経再生を促進する効果をもつこ
とが明らかにされた。また、神経が再生したことに
より歩様検査および神経機能検査で見られた運動
機能の回復が生じたと考えられた。以上により、骨
髄由来間葉系幹細胞混合HGF含浸スポンジは牛の
末梢神経再生を促進することが明らかとなった。

8．馬の大腿骨における関節軟骨欠損に対する滑

膜フラップの検討
Sasaki, Kambayashi et al. (Japan, Obihiro Univ)

　軟骨下骨嚢胞は骨軟骨欠損を伴う疾患であり、
馬においてパフォーマンスの低下を引き起こす疾
患として重要である。近年、その治療法として、骨
髄由来間葉系幹細胞、骨形成蛋白-2（BMP-2）、多血
小板血漿、およびゼラチンβ-TCPスポンジ（スポ
ンジ）を用いることの有効性が示唆されている。さ
らに、関節包の内膜を形成する滑膜には軟骨への
分化能を有する幹細胞が豊富に含まれていること
が明らかとなっている。本研究では幹細胞、BMP-2
および多血小板血漿を含有するスポンジ（幹細胞
混合スポンジ）と滑膜フラップの併用が骨および
軟骨の修復に及ぼす影響について検討した。サラ
ブレッド種馬5頭を用いた。胸骨より骨髄液を採
取し、骨髄濃縮液作製ならびに幹細胞培養を行っ
た。馬を全身吸入麻酔下で仰臥位に保定し、大腿骨
の左右の内側顆に2ヶ所ずつ、計4ヶ所の骨軟骨欠
損を作製した。それぞれの欠損部に幹細胞混合ス
ポンジ＋滑膜フラップ（フラップ群） 、幹細胞混合
スポンジ（スポンジ群）、骨髄濃縮液（骨髄濃縮液
群）、コントロールとして無処置（コントロール群）
を設定した。手術後16週目においてCT評価、肉眼
的検査および組織学的検査を実施した。CT評価の
結果、フラップ群、スポンジ群および骨髄濃縮液群
のCT値はコントロール群と比較して有意に高値
を示していた。肉眼的検査において、フラップ群、
スポンジ群および骨髄濃縮液群の肉眼スコアはコ
ントロール群と比較して有意に低値を示してお
り、特にフラップ群では白色で滑らか且つ周囲と
の連続性を有する組織が認められた。組織学的検
査では、フラップ群において他群と比較して軟骨
細胞の細胞外基質であるプロテオグリカンやタイ
プⅡコラーゲンの発現が豊富に認められた。本研
究により、関節軟骨の欠損に対して幹細胞混合GT
スポンジに加えて滑膜フラップを適用すること
で、軟骨下骨および軟骨の修復が促進されるとい
うことが明らかとなった。これは、滑膜フラップに
よりスポンジに含まれる幹細胞や成長因子の関節
液中への流出を軽減できたこと、および滑膜から
欠損部位に対して幹細胞が供給されたことによる
ものであると推察された。今後は、馬の関節軟骨欠

損を伴う疾患に対して、幹細胞混合GTスポンジを
用いた治療法に滑膜フラップを併用した治療法の
応用が期待された。

9．馬骨髄由来間葉系幹細胞培養増殖能に関する
ウシ胎児血清ならびに血小板溶解液の比較

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
児血清の問題（倫理的,科学的,安全性）を解決する
ために,幹細胞の培養に対する,血小板溶解液とウ
シ胎児血清の作用について比較検討した。馬の胸
骨から骨髄液を採取して,ウシ胎児血清あるいは
血小板溶解液を含む培養液中に混和し,10日間培
養を行った後,幹細胞数を測定し,幹細胞の特性
（ALP染色陽性,カルシウム沈着,mRNA発現）を分析
した。細胞数について有意差は認められず, 特性に
ついては同様の結果が認められた。このことから,
血小板溶解液はウシ胎児血清に見られるような問
題点がなく,馬間葉系幹細胞の培養に有用である
と考えられた。

10．馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジの骨
再生効果の検討 

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　馬の骨欠損を作製し、様々な濃度の骨髄由来間
葉系幹細胞（以下、幹細胞）およびBMP-2を含浸さ
せたゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジ（以
下、スポンジ）を移植し、骨再生効果を検討した。健
康なサラブレッド種馬7頭を使用した。第3中足骨
に骨欠損を8か所作製し、それぞれに対して、幹細
胞（2×105、2×106）およびBMP-2（1 µg、3 µg）を
含浸させたスポンジ（Control、GT、GT/M-5、
GT/M-6、GT/M-5/B-1、GT/M-5/B-3、GT/M-6/B-1
ならびに GT/M-6/B-3）をランダムに移植した。な
お、コントロール: ブランク、GT: スポンジ、M-5: 

2×105の幹細胞、M-6: 2×106の幹細胞、B-1: 1 µg
のBMP-2、B-3: 3 µgのBMP-2とした。評価はX線検
査、CT検査ならびに病理組織学的検査により実施
した。コントロール群は、他の群に比較して有意に
低いX線スコアおよびCT値を示した。GT/M-5/B-3
群およびGT/M-6/B-3群は他の群に比較して有意
に高いX線スコアおよびCT値を示した。組織学的
検査において、GT/M-5/B-3群およびGT/M-6/B-3
群は他の群に比較してより多くの緻密骨が観察さ
れた。なお、すべての群において、スポンジの残存
や免疫反応等は観察されなかった。本硏究の結果
により、幹細胞混合骨形成蛋白-2含浸ポンジの骨
再生効果が認められた。また、幹細胞数の増加に
伴った骨再生の違いは確認されず、BMP-2濃度の
増加に伴った骨再生促進効果が認められた。これ
は、移植された幹細胞の死滅、あるいは移植された
幹細胞が他の部位に移動したためであると考えら
れる。現在、移植された幹細胞の多くが死滅および
他部位へ移動することが明らかにされている。今
後、馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ポンジの応用が期待された。

結語
　 今 回 ご 紹 介 し た 内 容 は ア メ リ カ 獣
医 外 科 学 会（ A C V S ）の ホ ー ム ペ ー ジ
（https ://www.acvs .org/surgery-summit）
内 の 2 0 1 4  P r o c e e d i n g s
（http://2014surgerysummit.conferencespot.org/
）からTable of Contentsを選択することで、教育講
演ならびに研究発表のイラスト入り要旨全文を取
得できる。今年度、Equine Surgery分野において日
本から4本の科学論文が採択され、今後さらなる
研究成果の発展が期待された。2015年度のACVS
はアメリカ・テネシー州ナッシュビルにおいて
2015年10月22日から24日までのシンポジウム開
催が決定されている。
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1. 馬の大腿骨内側顆の軟骨下骨欠損に対する合
成骨軟骨インプラントの評価

Husby et al. (USA, Columbia Univ.)
　通常、馬の骨軟骨症（OC）および軟骨下骨嚢胞
（SCL）は、跛行を引き起こす。本研究ではこれらの
疾患に対する治療方法を開発することを目的とし
て合成骨軟骨インプラントの評価を行った。後肢
に跛行を有さない成馬6頭に対し、全身吸入麻酔
下において左右の大腿骨の内側顆の2箇所に直径
20mm、深さ8mmの軟骨ならびに軟骨下骨欠損を
作製した。一方に軟骨下骨インプラントを挿入し
た。術前から術後6ヶ月までの関節液を採取し、
6ヶ月後に組織学的評価を実施した。その結果、術
後の跛行は左右肢において有意差は認められな
かった。また、滑液中の炎症性パラメータは左右肢
において有意差は認められなかった。さらに、イン
プラントを装着した肢では、インプラントと接触
する反対側の関節に陥凹が観察された。以上のこ
とから、馬の関節においてインプラントは6ヶ月
間加重に耐え、かつ安全であることが明らかと

なった。一方で、強固なインプラントと接触する関
節面の損傷が課題として残された。

2. 深指屈腱病変の治療における腱鞘鏡の評価
Wright et al. (United Kingdom, Newmarket 
Equine Hospital)
　舟嚢への腱鞘鏡のアプローチ部位として、遠位
指滑液鞘からT靱帯をアプローチする方法が最も
有用である。T靱帯は軸方向の線維性組織を欠いて
いるので、周囲との判別が可能である。カーブナイ
フと鉤のついた鋏が舟嚢のアプローチに必要とな
る。深指屈腱の背側の裂傷はMRIで識別可能であ
るが、腱鞘鏡での観察が推奨される。前肢に跛行を
有する乗用馬114頭のうち92頭（81％）に舟嚢の
病変が観察された。一方、超音波やレントゲン検査
では32％が診断可能であった。深屈腱背側面の病
変はMRIで87％、CTで88％が診断可能であった
が、腱鞘鏡では98％が診断可能であった。腱鞘鏡
を実施する際、腱の裂傷は骨把持鉗子あるいは関
節鏡鋏を用いて除去し、線維組織は電動滑膜除去

器を用いて除去した。腱鞘鏡の術後6ヶ月間の
フォローアップした84頭のうち74頭が乗馬とし
て利用可能であった。

3. 馬胸腔鏡検査
Fischer et al. (USA, Chino Valley Equine Hospital)
　馬での胸腔鏡検査は腹腔鏡検査と同様の装置を
必要とする。また、ハイムバルブ付き胸腔チューブ
と吸引装置を使用することで気胸を防止すること
ができる。
　腹腔鏡検査と異なり、食餌や引水の制限は必要
ない。通常、手術前に破傷風予防接種、抗菌剤、抗炎
症剤の投与を行う。立位保定で鎮静剤および鎮痛
剤を投与した後、全身吸入麻酔下横臥位保定で胸
腔鏡を実施した。トロカール挿入部位の局所麻酔
を施し、肋骨間にトロカールを挿入する。麻酔中、
呼吸管理を必要とするが、ベンチレータでの調節
呼吸は肺が膨張するため観察が困難となる。この
ため、必要に応じて酸素を経鼻的に吸入させる。胸
腔鏡終了後は肺を再度膨張させて皮膚を縫合する
必要がある。胸腔鏡は胸膜炎や肺炎の治療への反
応や予後判定に有用である。ドレインを直接膿瘍
の下部に設置することも可能である。肺やリンパ
節の生検を得ることも可能である。横隔膜ヘルニ
アは胸腔内縫合によって治療が可能となる。

4. 消化器外科手術中の合併症ならびに処理方法
Lou i s e  e t  a l .  (USA ,  New  Bo l t on  Cen t e r ,  
Pennsylvania Univ.)
　消化器外科手術中合併症の予防は、患畜の術後
管理を容易にするために重要である。術前の手術
計画を手術助手と事前に打ち合わせることは、術
中の合併症を予防するうえで重要である。術中合
併症が発生した場合には落ち着いて、他の外科
チームと連携することが重要である。オーナーに
対し、合併症の予測をあらかじめ伝えておくこと
は重要である。近年、空盲吻合術は術後合併症発生
率の高いことが指摘されている。外科医が空腸を
盲腸へ吻合する際、360度誤って吻合した場合に
は、腸間膜の欠損部分を閉鎖することが不可能と
なり、閉塞による術後逆流と疝痛を発生する可能
性が高くなる。この合併症を予防するため、腸間膜

根部側の欠損部分より縫合を開始し、閉鎖する腸
間膜を充分残すようにすると良い。術後合併症を
予防するうえで、空腸の吻合部位は健康な粘膜が
出現するまで、障害を受けた空腸を除去する必要
がある。また、背側盲腸ヒモの緊張により吻合部分
が圧迫されない部位での吻合が望ましい。

5. 術後イレウスの予防と治療
Mair  e t  a l .  (Uni ted Kingdom,  Bel l  Equine 
Veterinary Clinic)
　馬の消化管手術後のイレウス（POI）は重大な術
後合併症である。疝痛症例の10-50％にイレウス
が発生し、その致死率は13-86％であると報告さ
れている。
　イレウスは消化管運動の機能的な異常であり、
原因として神経異常、内分泌異常、炎症、多因子が
あげられている。カハール細胞のニューロン間の
相互作用異常、すなわち消化管運動の協調（細胞お
よび平滑筋）異常が術後イレウスに強く関与して
いる。腸管切除を必要とする馬は、術後イレウスを
発症するリスクが最も高い。術後イレウスの診断
は、一般的に経鼻胃カテーテルからの胃液逆流の
識別、心拍数の持続的上昇（＞40拍/分）、軽度～重
度の疝痛症状、直腸検査や超音波検査による複数
の腸管ループ（液体を含む）の存在による。予防と
して早期の外科的手技に依存しており、胃チュー
ブを用いた胃の減圧、消化管運動促進剤や抗炎症
剤などの薬物療法を行う必要がある。

6. 手根関節掌側の関節鏡
Nixon et al. (USA, Cornell Univ.)

　近年、良質のデジタルX線検査の増加に伴い、手
根骨掌側面の骨折病変が観察されるようになっ
た。橈側手根骨の掌側面と副手根骨近位掌側面が
多発部位である。これらの骨折は肢を屈曲する際
に圧迫されて生じる。跛行を改善するために、関節
鏡手術が実施される。特に、橈骨手根間関節の関節
内骨折は単発で大規模に発生する。その領域の関
節鏡手術は手根関節を30度程度に屈曲し、背側か
らアプローチする。損傷後、早期に関節鏡手術を実
施し、関節炎の程度を評価し、骨片を除去すること
が重要である。滑膜組織は、骨折の断片を特定する

ために除去されなければならない。手根関節背側
への関節鏡手術は難易度が高いとされる。

7．骨髄由来間葉系幹細胞混合肝細胞増殖因子含
浸ゼラチンスポンジを用いた末梢神経再生に関す
る研究
Sasaki, Uchiyama et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　大動物では上腕骨々折が生じた場合には橈骨神
経損傷を併発することが多い。神経麻痺や神経損
傷が軽度の場合には、固定処置を行うことで機能
回復が期待できるものの、神経が完全に切断され
ている場合には機能回復は難しい。骨髄由来間葉
系幹細胞は骨髄液中に存在し、様々な細胞に分化
する能力を有し、肝細胞増殖因子（HGF）は、神経細
胞の分化を促進させる作用をもつ。本研究では、軸
索伸長を促進する物質として骨髄由来間葉系幹細
胞、HGFおよびゼラチンスポンジが大動物の末梢
神経損傷に及ぼす影響について検討した。供試動
物としてホルスタイン種子牛12頭を用いた。供試
牛6頭の寛結節より骨髄液を採取し、幹細胞の培
養を2週間行った。次に、幹細胞ならびにHGFをゼ
ラチンスポンジに含浸させた。全身吸入麻酔下に
おいて左橈骨神経を1cm切除し、欠損部に幹細胞
混合HGF含浸ゼラチンスポンジを挿入した（HGF
群：n=6）。コントロールとして生理食塩水含浸ゼ
ラチンスポンジを挿入した（コントロール群：
n=6）。評価は、歩様検査、神経機能検査および1ヶ
月後における組織学的検査により行った。歩様検
査および神経機能検査により、HGF群はコント
ロール群と比較して有意に高いスコアを示した。
組織学的検査において、HGF群はS-100染色陽性の
範囲がコントロール群と比較して広く観察され
た。また、HGF群はコントロール群よりもシュワン
細胞が多く確認された。組織学的検査により、幹細
胞およびHGFは神経再生を促進する効果をもつこ
とが明らかにされた。また、神経が再生したことに
より歩様検査および神経機能検査で見られた運動
機能の回復が生じたと考えられた。以上により、骨
髄由来間葉系幹細胞混合HGF含浸スポンジは牛の
末梢神経再生を促進することが明らかとなった。

8．馬の大腿骨における関節軟骨欠損に対する滑

膜フラップの検討
Sasaki, Kambayashi et al. (Japan, Obihiro Univ)

　軟骨下骨嚢胞は骨軟骨欠損を伴う疾患であり、
馬においてパフォーマンスの低下を引き起こす疾
患として重要である。近年、その治療法として、骨
髄由来間葉系幹細胞、骨形成蛋白-2（BMP-2）、多血
小板血漿、およびゼラチンβ-TCPスポンジ（スポ
ンジ）を用いることの有効性が示唆されている。さ
らに、関節包の内膜を形成する滑膜には軟骨への
分化能を有する幹細胞が豊富に含まれていること
が明らかとなっている。本研究では幹細胞、BMP-2
および多血小板血漿を含有するスポンジ（幹細胞
混合スポンジ）と滑膜フラップの併用が骨および
軟骨の修復に及ぼす影響について検討した。サラ
ブレッド種馬5頭を用いた。胸骨より骨髄液を採
取し、骨髄濃縮液作製ならびに幹細胞培養を行っ
た。馬を全身吸入麻酔下で仰臥位に保定し、大腿骨
の左右の内側顆に2ヶ所ずつ、計4ヶ所の骨軟骨欠
損を作製した。それぞれの欠損部に幹細胞混合ス
ポンジ＋滑膜フラップ（フラップ群） 、幹細胞混合
スポンジ（スポンジ群）、骨髄濃縮液（骨髄濃縮液
群）、コントロールとして無処置（コントロール群）
を設定した。手術後16週目においてCT評価、肉眼
的検査および組織学的検査を実施した。CT評価の
結果、フラップ群、スポンジ群および骨髄濃縮液群
のCT値はコントロール群と比較して有意に高値
を示していた。肉眼的検査において、フラップ群、
スポンジ群および骨髄濃縮液群の肉眼スコアはコ
ントロール群と比較して有意に低値を示してお
り、特にフラップ群では白色で滑らか且つ周囲と
の連続性を有する組織が認められた。組織学的検
査では、フラップ群において他群と比較して軟骨
細胞の細胞外基質であるプロテオグリカンやタイ
プⅡコラーゲンの発現が豊富に認められた。本研
究により、関節軟骨の欠損に対して幹細胞混合GT
スポンジに加えて滑膜フラップを適用すること
で、軟骨下骨および軟骨の修復が促進されるとい
うことが明らかとなった。これは、滑膜フラップに
よりスポンジに含まれる幹細胞や成長因子の関節
液中への流出を軽減できたこと、および滑膜から
欠損部位に対して幹細胞が供給されたことによる
ものであると推察された。今後は、馬の関節軟骨欠

損を伴う疾患に対して、幹細胞混合GTスポンジを
用いた治療法に滑膜フラップを併用した治療法の
応用が期待された。

9．馬骨髄由来間葉系幹細胞培養増殖能に関する
ウシ胎児血清ならびに血小板溶解液の比較

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
児血清の問題（倫理的,科学的,安全性）を解決する
ために,幹細胞の培養に対する,血小板溶解液とウ
シ胎児血清の作用について比較検討した。馬の胸
骨から骨髄液を採取して,ウシ胎児血清あるいは
血小板溶解液を含む培養液中に混和し,10日間培
養を行った後,幹細胞数を測定し,幹細胞の特性
（ALP染色陽性,カルシウム沈着,mRNA発現）を分析
した。細胞数について有意差は認められず, 特性に
ついては同様の結果が認められた。このことから,
血小板溶解液はウシ胎児血清に見られるような問
題点がなく,馬間葉系幹細胞の培養に有用である
と考えられた。

10．馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジの骨
再生効果の検討 

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　馬の骨欠損を作製し、様々な濃度の骨髄由来間
葉系幹細胞（以下、幹細胞）およびBMP-2を含浸さ
せたゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジ（以
下、スポンジ）を移植し、骨再生効果を検討した。健
康なサラブレッド種馬7頭を使用した。第3中足骨
に骨欠損を8か所作製し、それぞれに対して、幹細
胞（2×105、2×106）およびBMP-2（1 µg、3 µg）を
含浸させたスポンジ（Control、GT、GT/M-5、
GT/M-6、GT/M-5/B-1、GT/M-5/B-3、GT/M-6/B-1
ならびに GT/M-6/B-3）をランダムに移植した。な
お、コントロール: ブランク、GT: スポンジ、M-5: 

2×105の幹細胞、M-6: 2×106の幹細胞、B-1: 1 µg
のBMP-2、B-3: 3 µgのBMP-2とした。評価はX線検
査、CT検査ならびに病理組織学的検査により実施
した。コントロール群は、他の群に比較して有意に
低いX線スコアおよびCT値を示した。GT/M-5/B-3
群およびGT/M-6/B-3群は他の群に比較して有意
に高いX線スコアおよびCT値を示した。組織学的
検査において、GT/M-5/B-3群およびGT/M-6/B-3
群は他の群に比較してより多くの緻密骨が観察さ
れた。なお、すべての群において、スポンジの残存
や免疫反応等は観察されなかった。本硏究の結果
により、幹細胞混合骨形成蛋白-2含浸ポンジの骨
再生効果が認められた。また、幹細胞数の増加に
伴った骨再生の違いは確認されず、BMP-2濃度の
増加に伴った骨再生促進効果が認められた。これ
は、移植された幹細胞の死滅、あるいは移植された
幹細胞が他の部位に移動したためであると考えら
れる。現在、移植された幹細胞の多くが死滅および
他部位へ移動することが明らかにされている。今
後、馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ポンジの応用が期待された。

結語
　 今 回 ご 紹 介 し た 内 容 は ア メ リ カ 獣
医 外 科 学 会（ A C V S ）の ホ ー ム ペ ー ジ
（https ://www.acvs .org/surgery-summit）
内 の 2 0 1 4  P r o c e e d i n g s
（http://2014surgerysummit.conferencespot.org/
）からTable of Contentsを選択することで、教育講
演ならびに研究発表のイラスト入り要旨全文を取
得できる。今年度、Equine Surgery分野において日
本から4本の科学論文が採択され、今後さらなる
研究成果の発展が期待された。2015年度のACVS
はアメリカ・テネシー州ナッシュビルにおいて
2015年10月22日から24日までのシンポジウム開
催が決定されている。
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1. 馬の大腿骨内側顆の軟骨下骨欠損に対する合
成骨軟骨インプラントの評価

Husby et al. (USA, Columbia Univ.)
　通常、馬の骨軟骨症（OC）および軟骨下骨嚢胞
（SCL）は、跛行を引き起こす。本研究ではこれらの
疾患に対する治療方法を開発することを目的とし
て合成骨軟骨インプラントの評価を行った。後肢
に跛行を有さない成馬6頭に対し、全身吸入麻酔
下において左右の大腿骨の内側顆の2箇所に直径
20mm、深さ8mmの軟骨ならびに軟骨下骨欠損を
作製した。一方に軟骨下骨インプラントを挿入し
た。術前から術後6ヶ月までの関節液を採取し、
6ヶ月後に組織学的評価を実施した。その結果、術
後の跛行は左右肢において有意差は認められな
かった。また、滑液中の炎症性パラメータは左右肢
において有意差は認められなかった。さらに、イン
プラントを装着した肢では、インプラントと接触
する反対側の関節に陥凹が観察された。以上のこ
とから、馬の関節においてインプラントは6ヶ月
間加重に耐え、かつ安全であることが明らかと

なった。一方で、強固なインプラントと接触する関
節面の損傷が課題として残された。

2. 深指屈腱病変の治療における腱鞘鏡の評価
Wright et al. (United Kingdom, Newmarket 
Equine Hospital)
　舟嚢への腱鞘鏡のアプローチ部位として、遠位
指滑液鞘からT靱帯をアプローチする方法が最も
有用である。T靱帯は軸方向の線維性組織を欠いて
いるので、周囲との判別が可能である。カーブナイ
フと鉤のついた鋏が舟嚢のアプローチに必要とな
る。深指屈腱の背側の裂傷はMRIで識別可能であ
るが、腱鞘鏡での観察が推奨される。前肢に跛行を
有する乗用馬114頭のうち92頭（81％）に舟嚢の
病変が観察された。一方、超音波やレントゲン検査
では32％が診断可能であった。深屈腱背側面の病
変はMRIで87％、CTで88％が診断可能であった
が、腱鞘鏡では98％が診断可能であった。腱鞘鏡
を実施する際、腱の裂傷は骨把持鉗子あるいは関
節鏡鋏を用いて除去し、線維組織は電動滑膜除去

器を用いて除去した。腱鞘鏡の術後6ヶ月間の
フォローアップした84頭のうち74頭が乗馬とし
て利用可能であった。

3. 馬胸腔鏡検査
Fischer et al. (USA, Chino Valley Equine Hospital)
　馬での胸腔鏡検査は腹腔鏡検査と同様の装置を
必要とする。また、ハイムバルブ付き胸腔チューブ
と吸引装置を使用することで気胸を防止すること
ができる。
　腹腔鏡検査と異なり、食餌や引水の制限は必要
ない。通常、手術前に破傷風予防接種、抗菌剤、抗炎
症剤の投与を行う。立位保定で鎮静剤および鎮痛
剤を投与した後、全身吸入麻酔下横臥位保定で胸
腔鏡を実施した。トロカール挿入部位の局所麻酔
を施し、肋骨間にトロカールを挿入する。麻酔中、
呼吸管理を必要とするが、ベンチレータでの調節
呼吸は肺が膨張するため観察が困難となる。この
ため、必要に応じて酸素を経鼻的に吸入させる。胸
腔鏡終了後は肺を再度膨張させて皮膚を縫合する
必要がある。胸腔鏡は胸膜炎や肺炎の治療への反
応や予後判定に有用である。ドレインを直接膿瘍
の下部に設置することも可能である。肺やリンパ
節の生検を得ることも可能である。横隔膜ヘルニ
アは胸腔内縫合によって治療が可能となる。

4. 消化器外科手術中の合併症ならびに処理方法
Lou i s e  e t  a l .  (USA ,  New  Bo l t on  Cen t e r ,  
Pennsylvania Univ.)
　消化器外科手術中合併症の予防は、患畜の術後
管理を容易にするために重要である。術前の手術
計画を手術助手と事前に打ち合わせることは、術
中の合併症を予防するうえで重要である。術中合
併症が発生した場合には落ち着いて、他の外科
チームと連携することが重要である。オーナーに
対し、合併症の予測をあらかじめ伝えておくこと
は重要である。近年、空盲吻合術は術後合併症発生
率の高いことが指摘されている。外科医が空腸を
盲腸へ吻合する際、360度誤って吻合した場合に
は、腸間膜の欠損部分を閉鎖することが不可能と
なり、閉塞による術後逆流と疝痛を発生する可能
性が高くなる。この合併症を予防するため、腸間膜

根部側の欠損部分より縫合を開始し、閉鎖する腸
間膜を充分残すようにすると良い。術後合併症を
予防するうえで、空腸の吻合部位は健康な粘膜が
出現するまで、障害を受けた空腸を除去する必要
がある。また、背側盲腸ヒモの緊張により吻合部分
が圧迫されない部位での吻合が望ましい。

5. 術後イレウスの予防と治療
Mair  e t  a l .  (Uni ted Kingdom,  Bel l  Equine 
Veterinary Clinic)
　馬の消化管手術後のイレウス（POI）は重大な術
後合併症である。疝痛症例の10-50％にイレウス
が発生し、その致死率は13-86％であると報告さ
れている。
　イレウスは消化管運動の機能的な異常であり、
原因として神経異常、内分泌異常、炎症、多因子が
あげられている。カハール細胞のニューロン間の
相互作用異常、すなわち消化管運動の協調（細胞お
よび平滑筋）異常が術後イレウスに強く関与して
いる。腸管切除を必要とする馬は、術後イレウスを
発症するリスクが最も高い。術後イレウスの診断
は、一般的に経鼻胃カテーテルからの胃液逆流の
識別、心拍数の持続的上昇（＞40拍/分）、軽度～重
度の疝痛症状、直腸検査や超音波検査による複数
の腸管ループ（液体を含む）の存在による。予防と
して早期の外科的手技に依存しており、胃チュー
ブを用いた胃の減圧、消化管運動促進剤や抗炎症
剤などの薬物療法を行う必要がある。

6. 手根関節掌側の関節鏡
Nixon et al. (USA, Cornell Univ.)

　近年、良質のデジタルX線検査の増加に伴い、手
根骨掌側面の骨折病変が観察されるようになっ
た。橈側手根骨の掌側面と副手根骨近位掌側面が
多発部位である。これらの骨折は肢を屈曲する際
に圧迫されて生じる。跛行を改善するために、関節
鏡手術が実施される。特に、橈骨手根間関節の関節
内骨折は単発で大規模に発生する。その領域の関
節鏡手術は手根関節を30度程度に屈曲し、背側か
らアプローチする。損傷後、早期に関節鏡手術を実
施し、関節炎の程度を評価し、骨片を除去すること
が重要である。滑膜組織は、骨折の断片を特定する

ために除去されなければならない。手根関節背側
への関節鏡手術は難易度が高いとされる。

7．骨髄由来間葉系幹細胞混合肝細胞増殖因子含
浸ゼラチンスポンジを用いた末梢神経再生に関す
る研究
Sasaki, Uchiyama et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　大動物では上腕骨々折が生じた場合には橈骨神
経損傷を併発することが多い。神経麻痺や神経損
傷が軽度の場合には、固定処置を行うことで機能
回復が期待できるものの、神経が完全に切断され
ている場合には機能回復は難しい。骨髄由来間葉
系幹細胞は骨髄液中に存在し、様々な細胞に分化
する能力を有し、肝細胞増殖因子（HGF）は、神経細
胞の分化を促進させる作用をもつ。本研究では、軸
索伸長を促進する物質として骨髄由来間葉系幹細
胞、HGFおよびゼラチンスポンジが大動物の末梢
神経損傷に及ぼす影響について検討した。供試動
物としてホルスタイン種子牛12頭を用いた。供試
牛6頭の寛結節より骨髄液を採取し、幹細胞の培
養を2週間行った。次に、幹細胞ならびにHGFをゼ
ラチンスポンジに含浸させた。全身吸入麻酔下に
おいて左橈骨神経を1cm切除し、欠損部に幹細胞
混合HGF含浸ゼラチンスポンジを挿入した（HGF
群：n=6）。コントロールとして生理食塩水含浸ゼ
ラチンスポンジを挿入した（コントロール群：
n=6）。評価は、歩様検査、神経機能検査および1ヶ
月後における組織学的検査により行った。歩様検
査および神経機能検査により、HGF群はコント
ロール群と比較して有意に高いスコアを示した。
組織学的検査において、HGF群はS-100染色陽性の
範囲がコントロール群と比較して広く観察され
た。また、HGF群はコントロール群よりもシュワン
細胞が多く確認された。組織学的検査により、幹細
胞およびHGFは神経再生を促進する効果をもつこ
とが明らかにされた。また、神経が再生したことに
より歩様検査および神経機能検査で見られた運動
機能の回復が生じたと考えられた。以上により、骨
髄由来間葉系幹細胞混合HGF含浸スポンジは牛の
末梢神経再生を促進することが明らかとなった。

8．馬の大腿骨における関節軟骨欠損に対する滑

膜フラップの検討
Sasaki, Kambayashi et al. (Japan, Obihiro Univ)

　軟骨下骨嚢胞は骨軟骨欠損を伴う疾患であり、
馬においてパフォーマンスの低下を引き起こす疾
患として重要である。近年、その治療法として、骨
髄由来間葉系幹細胞、骨形成蛋白-2（BMP-2）、多血
小板血漿、およびゼラチンβ-TCPスポンジ（スポ
ンジ）を用いることの有効性が示唆されている。さ
らに、関節包の内膜を形成する滑膜には軟骨への
分化能を有する幹細胞が豊富に含まれていること
が明らかとなっている。本研究では幹細胞、BMP-2
および多血小板血漿を含有するスポンジ（幹細胞
混合スポンジ）と滑膜フラップの併用が骨および
軟骨の修復に及ぼす影響について検討した。サラ
ブレッド種馬5頭を用いた。胸骨より骨髄液を採
取し、骨髄濃縮液作製ならびに幹細胞培養を行っ
た。馬を全身吸入麻酔下で仰臥位に保定し、大腿骨
の左右の内側顆に2ヶ所ずつ、計4ヶ所の骨軟骨欠
損を作製した。それぞれの欠損部に幹細胞混合ス
ポンジ＋滑膜フラップ（フラップ群） 、幹細胞混合
スポンジ（スポンジ群）、骨髄濃縮液（骨髄濃縮液
群）、コントロールとして無処置（コントロール群）
を設定した。手術後16週目においてCT評価、肉眼
的検査および組織学的検査を実施した。CT評価の
結果、フラップ群、スポンジ群および骨髄濃縮液群
のCT値はコントロール群と比較して有意に高値
を示していた。肉眼的検査において、フラップ群、
スポンジ群および骨髄濃縮液群の肉眼スコアはコ
ントロール群と比較して有意に低値を示してお
り、特にフラップ群では白色で滑らか且つ周囲と
の連続性を有する組織が認められた。組織学的検
査では、フラップ群において他群と比較して軟骨
細胞の細胞外基質であるプロテオグリカンやタイ
プⅡコラーゲンの発現が豊富に認められた。本研
究により、関節軟骨の欠損に対して幹細胞混合GT
スポンジに加えて滑膜フラップを適用すること
で、軟骨下骨および軟骨の修復が促進されるとい
うことが明らかとなった。これは、滑膜フラップに
よりスポンジに含まれる幹細胞や成長因子の関節
液中への流出を軽減できたこと、および滑膜から
欠損部位に対して幹細胞が供給されたことによる
ものであると推察された。今後は、馬の関節軟骨欠

損を伴う疾患に対して、幹細胞混合GTスポンジを
用いた治療法に滑膜フラップを併用した治療法の
応用が期待された。

9．馬骨髄由来間葉系幹細胞培養増殖能に関する
ウシ胎児血清ならびに血小板溶解液の比較

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
児血清の問題（倫理的,科学的,安全性）を解決する
ために,幹細胞の培養に対する,血小板溶解液とウ
シ胎児血清の作用について比較検討した。馬の胸
骨から骨髄液を採取して,ウシ胎児血清あるいは
血小板溶解液を含む培養液中に混和し,10日間培
養を行った後,幹細胞数を測定し,幹細胞の特性
（ALP染色陽性,カルシウム沈着,mRNA発現）を分析
した。細胞数について有意差は認められず, 特性に
ついては同様の結果が認められた。このことから,
血小板溶解液はウシ胎児血清に見られるような問
題点がなく,馬間葉系幹細胞の培養に有用である
と考えられた。

10．馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジの骨
再生効果の検討 

Seo, Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ.)
　馬の骨欠損を作製し、様々な濃度の骨髄由来間
葉系幹細胞（以下、幹細胞）およびBMP-2を含浸さ
せたゼラチンβ-リン酸3カルシウムスポンジ（以
下、スポンジ）を移植し、骨再生効果を検討した。健
康なサラブレッド種馬7頭を使用した。第3中足骨
に骨欠損を8か所作製し、それぞれに対して、幹細
胞（2×105、2×106）およびBMP-2（1 µg、3 µg）を
含浸させたスポンジ（Control、GT、GT/M-5、
GT/M-6、GT/M-5/B-1、GT/M-5/B-3、GT/M-6/B-1
ならびに GT/M-6/B-3）をランダムに移植した。な
お、コントロール: ブランク、GT: スポンジ、M-5: 

2×105の幹細胞、M-6: 2×106の幹細胞、B-1: 1 µg
のBMP-2、B-3: 3 µgのBMP-2とした。評価はX線検
査、CT検査ならびに病理組織学的検査により実施
した。コントロール群は、他の群に比較して有意に
低いX線スコアおよびCT値を示した。GT/M-5/B-3
群およびGT/M-6/B-3群は他の群に比較して有意
に高いX線スコアおよびCT値を示した。組織学的
検査において、GT/M-5/B-3群およびGT/M-6/B-3
群は他の群に比較してより多くの緻密骨が観察さ
れた。なお、すべての群において、スポンジの残存
や免疫反応等は観察されなかった。本硏究の結果
により、幹細胞混合骨形成蛋白-2含浸ポンジの骨
再生効果が認められた。また、幹細胞数の増加に
伴った骨再生の違いは確認されず、BMP-2濃度の
増加に伴った骨再生促進効果が認められた。これ
は、移植された幹細胞の死滅、あるいは移植された
幹細胞が他の部位に移動したためであると考えら
れる。現在、移植された幹細胞の多くが死滅および
他部位へ移動することが明らかにされている。今
後、馬の骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2
含浸ポンジの応用が期待された。

結語
　 今 回 ご 紹 介 し た 内 容 は ア メ リ カ 獣
医 外 科 学 会（ A C V S ）の ホ ー ム ペ ー ジ
（https ://www.acvs .org/surgery-summit）
内 の 2 0 1 4  P r o c e e d i n g s
（http://2014surgerysummit.conferencespot.org/
）からTable of Contentsを選択することで、教育講
演ならびに研究発表のイラスト入り要旨全文を取
得できる。今年度、Equine Surgery分野において日
本から4本の科学論文が採択され、今後さらなる
研究成果の発展が期待された。2015年度のACVS
はアメリカ・テネシー州ナッシュビルにおいて
2015年10月22日から24日までのシンポジウム開
催が決定されている。
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写真1　サンディエゴの風景

写真2　MRI診断ラボ

写真3　学会会場

写真4　テクニシャンを対象とした教育プログラム

写真5　ポスター会場

写真6　企業展示会場

ダウンタウン入り口アーケドは開発時代の面影が残る。 ACVSではテクニシャンの教育プラグラムを実施しており、輸
液療法、ショックへの対処方法、麻酔、術後治療と合併症、診断
麻酔、関節疾患、縫合法、無菌操作、感染症、急性腹症、創傷治療
（先端酸素療法、術後カルテ記録）、整形外科（バンテージ、イン
プラント）などに関する特別プログラムが3日間に渡って用意
されていた。

ACVSの試みとしては初の馬のMRI診断のラボが開催された。馬
臨床獣医に必要なMRI診断の基礎と臨床症例のポイントにつ
いてグループディスカッションが行われた。

2014年ACVSでは、小動物と大動物合わせて71演題のポスター
発表が行われ、学会2日目にプレゼンテーションが行われた。

サンディエゴ・コンベンションセンター内11会場において開催
された。

約120社の企業展示には多くの参加者がみられた。
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海 外 報 告

国際腱損傷シンポジウムおよび
英国馬獣医師協会年会に参加して

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周・田村周久

In ternat iona l  Sc ien t ific  Tend inopathy  
Symposium (ISTS)とは
　Interna t iona l  Sc ien t ific  Tend inopathy  
Symposium (ISTS：国際腱障害シンポジウム)は、
腱・靱帯に関する研究者のオリジナルリサーチや
臨床医からの臨床試験成績などの最新情報を交
換、普及させることを目的とした国際シンポジウ
ムである。2010年にスウェーデンのUmea大学で
開催されたのが第1回であり、比較的新しい学術
集会といえる。しかしながら、本シンポジウムでは
世界トップクラスの科学者から腱・靱帯損傷に関
する研究が報告されるため、将来の研究や臨床の
トレンドを左右する極めて重要なシンポジウムで
ある。第2回ISTS開催後には、そこで議論された内
容がスポーツ医学系の権威ある科学情報誌の
British Journal of Sports Medicineに“Latest 
developments in tendinopathy「腱障害の最新の展
開」”と呼ばれる総括論文として掲載され、今回参
加した第3回ISTSでは、講演要旨全文が同論文の
Websiteで閲覧可能となっている。ISTSの学術的評
価は、年を追う毎に高まっている。

開催地のSt. Hilda’s College, University of 
Oxfordについて
　オックスフォード大学はイギリスのオックス
フォードに所在する総合大学で、現存する大学と
しては世界で3番目に古く、英語圏では最古の大
学である。第3回ISTS はオックスフォード大学の
St .  Hi lda ’s  Col lege  で開催された。一般的に
「college」は単科大学を意味するが、オックス
フォード大学とケンブリッジ大学の「college」で
は、その意味は異なる。ここで言う「college」とは、
学生の多くと一部の教職員とが寝食を共にし、ま
たそこで共に学ぶという「場所」を指すそうであ
る。つまり、St. Hilda’s Collegeは決して医学系の単
科大学では無く、様々な学部に属する学生たちが
共同生活を送る「学生寮」のようなものであった。
このような「college」は英国内でもまれなシステム
で、あえて学寮やコレッジと呼ぶそうである。よっ
て、ISTS参加者のほとんどがSt. Hilda’s College内
に宿泊し、朝食・昼食・夕食もCollege内の食堂を利
用していたので、参加者同士は食事をしながらも
発表や研究についてディスカッションできる環境
にあり、多くの研究者と知り合えた。

　平成26年9月4日から平成26年9月15日まで英国に出張し、オックスフォードで開催された国際腱損
傷シンポジウム (International Scientific Tendinopathy Symposium)およびバーミンガムで開催された
英国馬獣医師協会年会（British Equine Veterinary Association Congress）に参加し、ウマの屈腱炎の新し
い超音波診断法に関する研究成績を発表するとともに、腱・靱帯の障害に関する基礎研究および臨床学
的治療法に関する最新情報を取得したので、紹介します。
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古風な外観を残したコレッジ。

食堂での夕食の風景。ISTS参加者の多くが一同に会
する。朝食も昼食も同様。

広くはない会議場であったが、最新の研究成績について熱いディスカッションが繰り返された。

コレッジ裏にあったISTSの会議場

Dr. Dudiaと発表内容についてディスカッションす
る田村職員
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以下にISTSで興味深かった演題を記す。

○腱内膜のプロテオームの特徴について
Chavaunne Thropeら(Queen Mary University of 
London)
　腱組織は腱線維が大きな束となった腱束（FM: 
fascicular matrix）と呼ばれる構造と、その腱束と
腱束の間に位置して、それらを結びつける腱内膜
（IFM: interfscicular matrix）と呼ばれる構造の2つ
の構造に大別される。近年、腱内膜は腱の伸縮を補
助する働きを担っており、特に、人のアキレス腱や
競走馬の屈腱のような運動時に弾性エネルギーを
貯蔵する腱にとって極めて重要な構造であること
が明らかとなってきた。しかし、その詳細は明らか
とされておらず、演者らは、ウマの屈腱を用いて、
腱内膜と腱束のタンパク発現について詳細に分析
し、比較した。
　タンパク発現の解析となれば、さほど難しい実
験方法を思い浮かべることはないが、実際の作業
は極めて複雑である。何故なら、組織肉眼所見で腱
束と腱内膜を分離することは不可能であるから
だ。そこで、演者らは腱組織をウマから摘出した直
後から始まるタンパク融解を最低限に抑えながら
凍結標本を作製し、凍結切片上で腱束と腱内膜を
分離した。両部位の組織について液体クロマトグ
ラフィー質量分析法を応用し、蛋白種を同定・比較
した。　
　結果、腱内膜には総計246種、腱束内には141種
の蛋白質が同定された。それらの内、腱内膜と腱束
での発現に2倍以上の差が認められたタンパク質
は60種あり、その48種は腱内膜で発現が高かっ
た。特に3型コラーゲン、ヒストンやリボゾーマル
タンパクの発現は腱内膜で高かった。また、腱線維
の主体をなすコラーゲンタンパク質類の多くは腱
束内で発現が高かったが、その前駆体となるコ
ラーゲンネオペプタイドの発現は腱内膜で高かっ
た。
　以上の結果から、腱内膜と腱束では発現される
タンパク質の数と種類が大きく異なること、また、
細胞に関連するヒストンやリボゾーマルタンパク
の発現が高い腱内膜は、腱束より細胞数が多いこ
とが示唆された。加えて、コラーゲン前駆体の発現

も高いことを考え合わせると、腱内膜は腱束に比
較してマトリックスタンパクの代謝回転が速い組
織であることが明らかとなった。演者は「本研究か
ら、腱組織の修復には腱内膜の果たす役割が大き
いことを示唆しているかも知れない」と、発表を締
めくくった。

（笠嶋快周）

○膝蓋腱炎の患者の痛みと超音波パワードップ
ラーを用いて測定した血管分布

W. C. Leeら(香港理工大学)
　腱内の新生血管は膝蓋腱炎の特徴の一つであ
る。血管や血管に付随する神経が慢性的な疼痛メ
カニズムに関与することが考えられているが、
様々な報告があり、血管分布と痛みの関係につい
ては議論が続いている。本研究では、超音波パワー
ドップラーを用いた血流分布とVisual analogue 
scale(VAS)とよばれる痛みの評価方法の関係を調
査した。
　対象は35人の膝蓋腱炎を発症したスポーツ選
手(年齢幅18-35歳；平均22.9歳)で、片肢発症が21
名、両肢発症が14名であった。専用のソフトウェ
アを用いて、血管分布指標(vascular index ; VI)を
測定した。VIは血管分布が多いほど数値が高くな
る。患者らを血管分布が「少量」と「中程度」のグ
ループに分類し、VASとの関連を調査した。
　その結果、血管分布が「少量」群と「中程度」群の
両方においてVIとVASに正の相関関係がみられ
た。しかし、両群を合わせた場合は相関がみられな
かった。
　VIは膝蓋腱炎の患者の疼痛レベルを示す指標の
一つとして利用できると考えられた。血管分布に
応じて「少量」と「中程度」を分類すると相関関係が
認められた結果から、「少量」の「中程度」の患者ら
の疼痛メカニズムは異なることが考えられた。
　本発表は、腱内に発生する新生血管をその病態
の指標として応用する試みとして重要である。健
常な腱内部には血管が非常に少なく、血流量も他
の組織と比較すると極めて乏しいが、腱炎を発症
すると新生血管および血流量の増加が観察され
る。浅屈腱炎を発症した競走馬においても、通常で
は観察されない多量の血管が浅屈腱内に観察され

ることが明らかになっており、浅屈腱炎の病態を
示す指標として応用するための研究が総研および
常磐支所で行われている。今後、ヒトおよびウマで
研究が進むことによって、腱内の新生血管を用い
た簡便な診断方法が提供されることが期待され
る。

（田村周久）

British Equine Veterinary Association (BEVA) 
Congressとは
　British Equine Veterinary Association (BEVA:英
国馬獣医師協会)は、米国のAmerican Association 
of Equine Practitioners (AAEP)と双璧をなす馬臨
床獣医師の学術団体である。特に、BEVAの学術レ
ベルは高く、BEVAの発行する学術誌は、馬獣医師
なら必ず目を通す、あのEquine Veterinary Journal
である。
　BEVA CongressはBEVAの年次大会であり、年末
のAAEPの年次大会と同様に世界各国から多くの
参加者が集う国際学会である（特にヨーロッパで
は最大規模の馬獣医学会である）。学会内容も
AAEP同様に獣医師の卒後教育的な側面があり、各
分野で世界をリードする著名な獣医師がシンポジ
ストとなる講演が多数組まれている。ただし、学会
開催期間中は全期間を通して一般研究発表の時間

を設けている点がAAEPとは異なる。毎年、BEVAは
9月中旬に開催されるのだが、全ての一般研究発
表の応募は2月で締め切られ、厳正な審査を受け
た後、5月に発表の採否が報告される。私個人（笠
嶋）としては、昨年に続き本年も口頭発表に応募し
たが、2年連続リジェクト（不採用）となってしま
い、相性が良いとは言えない学会である。しかし、
現在、指導下にある田村職員の応募した演題が口
頭発表に採用され、溜飲を下げることができた。
　本年のBEVAはバーミンガムで開催された。バー
ミンガムはイギリスの中央、ブラックカントリー
にあり、イギリス第二の大都市で、かつての重工業
の都市としてよく知られている。ロンドンのユー
ストン駅から鉄路で概ね2時間かからず到着でき
る。BEVA開催期間中はバーミンガムニュースト
リート駅前の宿泊したホテルと学会場のインター
ナショナルコンベンションセンター（The ICC）の
往復しかしておらず、街のイメージもさしてない
のだが、学会場近くにあった運河が印象的であっ
た。これは、産業革命の時代に「世界の工場」と呼ば
れたバーミンガムらしく、生産した商品を輸送す
るために都市部に建設された運河網であるらし
い。現在は、その運河に船が停泊しており、ホテル
やレストランとして利用されていた。
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以下にISTSで興味深かった演題を記す。

○腱内膜のプロテオームの特徴について
Chavaunne Thropeら(Queen Mary University of 
London)
　腱組織は腱線維が大きな束となった腱束（FM: 
fascicular matrix）と呼ばれる構造と、その腱束と
腱束の間に位置して、それらを結びつける腱内膜
（IFM: interfscicular matrix）と呼ばれる構造の2つ
の構造に大別される。近年、腱内膜は腱の伸縮を補
助する働きを担っており、特に、人のアキレス腱や
競走馬の屈腱のような運動時に弾性エネルギーを
貯蔵する腱にとって極めて重要な構造であること
が明らかとなってきた。しかし、その詳細は明らか
とされておらず、演者らは、ウマの屈腱を用いて、
腱内膜と腱束のタンパク発現について詳細に分析
し、比較した。
　タンパク発現の解析となれば、さほど難しい実
験方法を思い浮かべることはないが、実際の作業
は極めて複雑である。何故なら、組織肉眼所見で腱
束と腱内膜を分離することは不可能であるから
だ。そこで、演者らは腱組織をウマから摘出した直
後から始まるタンパク融解を最低限に抑えながら
凍結標本を作製し、凍結切片上で腱束と腱内膜を
分離した。両部位の組織について液体クロマトグ
ラフィー質量分析法を応用し、蛋白種を同定・比較
した。　
　結果、腱内膜には総計246種、腱束内には141種
の蛋白質が同定された。それらの内、腱内膜と腱束
での発現に2倍以上の差が認められたタンパク質
は60種あり、その48種は腱内膜で発現が高かっ
た。特に3型コラーゲン、ヒストンやリボゾーマル
タンパクの発現は腱内膜で高かった。また、腱線維
の主体をなすコラーゲンタンパク質類の多くは腱
束内で発現が高かったが、その前駆体となるコ
ラーゲンネオペプタイドの発現は腱内膜で高かっ
た。
　以上の結果から、腱内膜と腱束では発現される
タンパク質の数と種類が大きく異なること、また、
細胞に関連するヒストンやリボゾーマルタンパク
の発現が高い腱内膜は、腱束より細胞数が多いこ
とが示唆された。加えて、コラーゲン前駆体の発現

も高いことを考え合わせると、腱内膜は腱束に比
較してマトリックスタンパクの代謝回転が速い組
織であることが明らかとなった。演者は「本研究か
ら、腱組織の修復には腱内膜の果たす役割が大き
いことを示唆しているかも知れない」と、発表を締
めくくった。

（笠嶋快周）

○膝蓋腱炎の患者の痛みと超音波パワードップ
ラーを用いて測定した血管分布

W. C. Leeら(香港理工大学)
　腱内の新生血管は膝蓋腱炎の特徴の一つであ
る。血管や血管に付随する神経が慢性的な疼痛メ
カニズムに関与することが考えられているが、
様々な報告があり、血管分布と痛みの関係につい
ては議論が続いている。本研究では、超音波パワー
ドップラーを用いた血流分布とVisual analogue 
scale(VAS)とよばれる痛みの評価方法の関係を調
査した。
　対象は35人の膝蓋腱炎を発症したスポーツ選
手(年齢幅18-35歳；平均22.9歳)で、片肢発症が21
名、両肢発症が14名であった。専用のソフトウェ
アを用いて、血管分布指標(vascular index ; VI)を
測定した。VIは血管分布が多いほど数値が高くな
る。患者らを血管分布が「少量」と「中程度」のグ
ループに分類し、VASとの関連を調査した。
　その結果、血管分布が「少量」群と「中程度」群の
両方においてVIとVASに正の相関関係がみられ
た。しかし、両群を合わせた場合は相関がみられな
かった。
　VIは膝蓋腱炎の患者の疼痛レベルを示す指標の
一つとして利用できると考えられた。血管分布に
応じて「少量」と「中程度」を分類すると相関関係が
認められた結果から、「少量」の「中程度」の患者ら
の疼痛メカニズムは異なることが考えられた。
　本発表は、腱内に発生する新生血管をその病態
の指標として応用する試みとして重要である。健
常な腱内部には血管が非常に少なく、血流量も他
の組織と比較すると極めて乏しいが、腱炎を発症
すると新生血管および血流量の増加が観察され
る。浅屈腱炎を発症した競走馬においても、通常で
は観察されない多量の血管が浅屈腱内に観察され

ることが明らかになっており、浅屈腱炎の病態を
示す指標として応用するための研究が総研および
常磐支所で行われている。今後、ヒトおよびウマで
研究が進むことによって、腱内の新生血管を用い
た簡便な診断方法が提供されることが期待され
る。

（田村周久）

British Equine Veterinary Association (BEVA) 
Congressとは
　British Equine Veterinary Association (BEVA:英
国馬獣医師協会)は、米国のAmerican Association 
of Equine Practitioners (AAEP)と双璧をなす馬臨
床獣医師の学術団体である。特に、BEVAの学術レ
ベルは高く、BEVAの発行する学術誌は、馬獣医師
なら必ず目を通す、あのEquine Veterinary Journal
である。
　BEVA CongressはBEVAの年次大会であり、年末
のAAEPの年次大会と同様に世界各国から多くの
参加者が集う国際学会である（特にヨーロッパで
は最大規模の馬獣医学会である）。学会内容も
AAEP同様に獣医師の卒後教育的な側面があり、各
分野で世界をリードする著名な獣医師がシンポジ
ストとなる講演が多数組まれている。ただし、学会
開催期間中は全期間を通して一般研究発表の時間

を設けている点がAAEPとは異なる。毎年、BEVAは
9月中旬に開催されるのだが、全ての一般研究発
表の応募は2月で締め切られ、厳正な審査を受け
た後、5月に発表の採否が報告される。私個人（笠
嶋）としては、昨年に続き本年も口頭発表に応募し
たが、2年連続リジェクト（不採用）となってしま
い、相性が良いとは言えない学会である。しかし、
現在、指導下にある田村職員の応募した演題が口
頭発表に採用され、溜飲を下げることができた。
　本年のBEVAはバーミンガムで開催された。バー
ミンガムはイギリスの中央、ブラックカントリー
にあり、イギリス第二の大都市で、かつての重工業
の都市としてよく知られている。ロンドンのユー
ストン駅から鉄路で概ね2時間かからず到着でき
る。BEVA開催期間中はバーミンガムニュースト
リート駅前の宿泊したホテルと学会場のインター
ナショナルコンベンションセンター（The ICC）の
往復しかしておらず、街のイメージもさしてない
のだが、学会場近くにあった運河が印象的であっ
た。これは、産業革命の時代に「世界の工場」と呼ば
れたバーミンガムらしく、生産した商品を輸送す
るために都市部に建設された運河網であるらし
い。現在は、その運河に船が停泊しており、ホテル
やレストランとして利用されていた。

会場となったICC 会場近くの都市部に見られる運河網
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以下に興味あった演題と田村職員の口頭発表演題
を記す。

○運動に関連するサラブレッド競走馬の突然死
Catriona Lyle (エジンバラ大学)

　健康なサラブレッド競走馬で運動中あるいは運
動直後の突然死はレアケースである。英国の
2000-2007年のデータ解析の結果、競馬に関連し
た突然死の発生は出走頭数1,000頭あたり0.3頭で
あり、概ね年間25頭に突然死が発生していた。同
じ期間の競走種別毎の突然死の発生は、出走頭数
1,000頭あたり芝平地競走では0.07頭、オール
ウェザートラック平地競走では0.09頭、ナショナ
ルハントレースの平地競走、ハードル競走、ステー
プルチェイス競走で各々0.4頭、0.5頭そして1頭で
あった。しかし、サラブレッド競走馬の運動に関連
する突然死がレアケースと考えるにしても、馬の
福祉、騎手の安全性の確保および競馬に対する大

衆の受け取り方への影響は懸念される。
　競走馬の運動中あるいは運動直後の突然死の原
因について病理解剖時に肉眼的に判断できる動脈
破裂や心臓病変などが認められることはほとんど
無い。これは、ヒトの若いアスリート達の運動に関
連した突然死の大半が、肥大型心筋症、冠動静脈異
常および不整脈源生右室心筋症として診断される
こととは対照的である。一方、鏡検的な心筋の病変
が認められても、突然死との直接的な因果関係は
説明できないし、肺に出血病変があったとしても
競走馬ではEIPH（運動誘発性肺出血）と関連した
病変として考えることが妥当であろう。このよう
に死後解剖からも競走馬の突然死の原因は明確に
ならないケースがほとんどであり、不整脈による
突然死と説明されることが一般的である。
　英国のサラブレッド競走馬の運動に関連した突
然死のリスクファクター解析の結果は、年齢、競走
距離、競走種別、季節および突然死発症前の60日

間における出走数などが関連する要因として考え
られた。加齢や競走距離の延長にともない突然死
のリスクは上昇し、突然死発症前の60日間におけ
る出走数が多い馬では突然死のリスクは減少す
る。また、平地競走に比較して、ハードル競走、ス
テープルチェイス競走で突然死がより発症しやす
くなる。四季では、夏シーズンがその他の春・秋・冬
期に比較して突然死のリスクが高かった。しかし、
突然死の発症数が極めて低いという背景のある解
析モデルのために、このようなリスクファクター
の信頼性は低いと言わざるを得ない。
　とはいえ、リスクファクターを除去し、予防的な
ファクターについて実行することは、突然死の発
症を最小限に食い止めることに有用であろう。突
然死のリスクファクターとして考えられた要因
は、競走馬の致命的な競走事故の要因として考え
られてきた要因でもあった。つまり、致命的な運動
器の損傷を減らすべき対策は突然死の予防にもつ
ながると考えたい。ただし、競走回数が増加するこ
とは突然死の発症に対しては予防的に働く要因と
同定されたが、致命的であるかないかに関わらず、
運動器の損傷の発症に関して有害な要因あるいは
予防的な要因であるとの相克する報告があるた
め、慎重な判断が求められる。ヒトの特定のアス
リート集団において突然死のリスクを精査するこ
とで、突然死を有意に減少させたという報告があ
る。しかし、個々の馬のリスクファクターが明らか
となっていない現状では、ヒトでの報告のごとき
成功を得ることは難しく、さらなる、調査・研究を
続けていくしかない。

（笠嶋快周）
　
○超音波エラストグラフィはウマ浅屈腱炎発症後
の腱組織の修復度評価に応用できるか？

田村周久ら(JRA総研)
　超音波エラストグラフィ(RTE)は、通常の超音波
診断法(Bモード)で得られる腱組織の構造的な情
報に、組織の”硬さ”に関する情報を付与すること

が可能な診断法である。そのため、浅屈腱発症例に
対する継続的なRTEによる組織の”硬さ”の評価は、
安全なリハビリテーションの実施に有用であるこ
とが考えられる。今回は、ウマ浅屈腱炎の治癒過程
における腱組織の”硬さ”の変化をRTEによって評
価可能か検討した。
　日本中央競馬会の競走馬総合研究所常磐支所で
規定のリハビリテーションを受けた6頭の浅屈腱
炎発症馬(サラブレッド種)を用いて、浅屈腱炎の
発症から40週までの間、BモードおよびRTEによる
超音波検査を4週間毎に実施した。グレースケー
ル比(以下GR；損傷部と周囲の健常部のエコー輝度
の比)とストレイン比(以下SR；損傷部と基準にな
り得るゲルカプラーのひずみの比)を毎回測定し
た。またRTEでは、各症例の病歴を知らない3名の
獣医師が損傷部の色調を次の3段階で評価する色
調評価法(CSG)も併せて実施した(1＝青色から緑
色、2＝黄色、3＝赤色)。
　結果としてGRは発症から8週間以内にすぐに1
にもどり、その後変化しなかった。GRの推移曲線
を近似すると、対数曲線に最も適合した
(R2=0.66)。SRは最終検査まで徐々に上昇し、その
推移曲線は直線近似に最も適合した(R2=0.89)。
CSGは次第に減少し、その推移は直線近似に最も
適合した(R2=0.84)。SRとCSGの両変化は損傷部の”
硬さ”が経時的に回復することを示唆している。
　以上のことから、瘢痕組織の形成が進みGRが変
化しない時期であっても、RTEは腱組織の”硬さ”が
回復する様子を評価することが可能であり、より
安全で効果的なリハビリテーションの実施に寄与
すると考えられた。
　本発表の後、座長から「損傷部の低エコーが消失
した後も、RTEを用いると損傷部が赤色で表現さ
れることもあるか」との質問を受けたため、「中に
はそういった症例がいる」ことを伝えたところ、
「損傷部の状態が色調で分かることは、臨床現場に
おいて有用だろう」とのコメントを受けた。

（田村周久）

参加受付を済ませた笠嶋（左）と田村（右）

初めての国際学会、そして、初めての英語での口頭発表に臨んだ田村職員

BEVAのメインホール
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以下に興味あった演題と田村職員の口頭発表演題
を記す。

○運動に関連するサラブレッド競走馬の突然死
Catriona Lyle (エジンバラ大学)

　健康なサラブレッド競走馬で運動中あるいは運
動直後の突然死はレアケースである。英国の
2000-2007年のデータ解析の結果、競馬に関連し
た突然死の発生は出走頭数1,000頭あたり0.3頭で
あり、概ね年間25頭に突然死が発生していた。同
じ期間の競走種別毎の突然死の発生は、出走頭数
1,000頭あたり芝平地競走では0.07頭、オール
ウェザートラック平地競走では0.09頭、ナショナ
ルハントレースの平地競走、ハードル競走、ステー
プルチェイス競走で各々0.4頭、0.5頭そして1頭で
あった。しかし、サラブレッド競走馬の運動に関連
する突然死がレアケースと考えるにしても、馬の
福祉、騎手の安全性の確保および競馬に対する大

衆の受け取り方への影響は懸念される。
　競走馬の運動中あるいは運動直後の突然死の原
因について病理解剖時に肉眼的に判断できる動脈
破裂や心臓病変などが認められることはほとんど
無い。これは、ヒトの若いアスリート達の運動に関
連した突然死の大半が、肥大型心筋症、冠動静脈異
常および不整脈源生右室心筋症として診断される
こととは対照的である。一方、鏡検的な心筋の病変
が認められても、突然死との直接的な因果関係は
説明できないし、肺に出血病変があったとしても
競走馬ではEIPH（運動誘発性肺出血）と関連した
病変として考えることが妥当であろう。このよう
に死後解剖からも競走馬の突然死の原因は明確に
ならないケースがほとんどであり、不整脈による
突然死と説明されることが一般的である。
　英国のサラブレッド競走馬の運動に関連した突
然死のリスクファクター解析の結果は、年齢、競走
距離、競走種別、季節および突然死発症前の60日

間における出走数などが関連する要因として考え
られた。加齢や競走距離の延長にともない突然死
のリスクは上昇し、突然死発症前の60日間におけ
る出走数が多い馬では突然死のリスクは減少す
る。また、平地競走に比較して、ハードル競走、ス
テープルチェイス競走で突然死がより発症しやす
くなる。四季では、夏シーズンがその他の春・秋・冬
期に比較して突然死のリスクが高かった。しかし、
突然死の発症数が極めて低いという背景のある解
析モデルのために、このようなリスクファクター
の信頼性は低いと言わざるを得ない。
　とはいえ、リスクファクターを除去し、予防的な
ファクターについて実行することは、突然死の発
症を最小限に食い止めることに有用であろう。突
然死のリスクファクターとして考えられた要因
は、競走馬の致命的な競走事故の要因として考え
られてきた要因でもあった。つまり、致命的な運動
器の損傷を減らすべき対策は突然死の予防にもつ
ながると考えたい。ただし、競走回数が増加するこ
とは突然死の発症に対しては予防的に働く要因と
同定されたが、致命的であるかないかに関わらず、
運動器の損傷の発症に関して有害な要因あるいは
予防的な要因であるとの相克する報告があるた
め、慎重な判断が求められる。ヒトの特定のアス
リート集団において突然死のリスクを精査するこ
とで、突然死を有意に減少させたという報告があ
る。しかし、個々の馬のリスクファクターが明らか
となっていない現状では、ヒトでの報告のごとき
成功を得ることは難しく、さらなる、調査・研究を
続けていくしかない。

（笠嶋快周）
　
○超音波エラストグラフィはウマ浅屈腱炎発症後
の腱組織の修復度評価に応用できるか？

田村周久ら(JRA総研)
　超音波エラストグラフィ(RTE)は、通常の超音波
診断法(Bモード)で得られる腱組織の構造的な情
報に、組織の”硬さ”に関する情報を付与すること

が可能な診断法である。そのため、浅屈腱発症例に
対する継続的なRTEによる組織の”硬さ”の評価は、
安全なリハビリテーションの実施に有用であるこ
とが考えられる。今回は、ウマ浅屈腱炎の治癒過程
における腱組織の”硬さ”の変化をRTEによって評
価可能か検討した。
　日本中央競馬会の競走馬総合研究所常磐支所で
規定のリハビリテーションを受けた6頭の浅屈腱
炎発症馬(サラブレッド種)を用いて、浅屈腱炎の
発症から40週までの間、BモードおよびRTEによる
超音波検査を4週間毎に実施した。グレースケー
ル比(以下GR；損傷部と周囲の健常部のエコー輝度
の比)とストレイン比(以下SR；損傷部と基準にな
り得るゲルカプラーのひずみの比)を毎回測定し
た。またRTEでは、各症例の病歴を知らない3名の
獣医師が損傷部の色調を次の3段階で評価する色
調評価法(CSG)も併せて実施した(1＝青色から緑
色、2＝黄色、3＝赤色)。
　結果としてGRは発症から8週間以内にすぐに1
にもどり、その後変化しなかった。GRの推移曲線
を近似すると、対数曲線に最も適合した
(R2=0.66)。SRは最終検査まで徐々に上昇し、その
推移曲線は直線近似に最も適合した(R2=0.89)。
CSGは次第に減少し、その推移は直線近似に最も
適合した(R2=0.84)。SRとCSGの両変化は損傷部の”
硬さ”が経時的に回復することを示唆している。
　以上のことから、瘢痕組織の形成が進みGRが変
化しない時期であっても、RTEは腱組織の”硬さ”が
回復する様子を評価することが可能であり、より
安全で効果的なリハビリテーションの実施に寄与
すると考えられた。
　本発表の後、座長から「損傷部の低エコーが消失
した後も、RTEを用いると損傷部が赤色で表現さ
れることもあるか」との質問を受けたため、「中に
はそういった症例がいる」ことを伝えたところ、
「損傷部の状態が色調で分かることは、臨床現場に
おいて有用だろう」とのコメントを受けた。

（田村周久）
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エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2015年1号の紹介）

時事解説
　私達は、レコードやテープで音楽を聞くことは
なくなった。私達が文章を書く際には、何らかの
ワードプロセッサを使って「キーボードで入力」す
る。私達の生活は、技術の進歩に伴って大きく変化
してきた。従って、生物学の分野においても同等あ
るいはより大きな変化が起きているということ
は、驚くべきことではない。
　2000年より以前に、ウマに対して獣医遺伝学が
最も大きく貢献したことは、新生子馬の溶血性疾
患（新生子同種溶血）の原因解明および親子鑑別の
二つである。その他の点では、遺伝の原理は、単に
遺伝性疾患を理解する上での基礎を提供するのみ
であった。実用的な見地からみると、遺伝学はブ
ラックボックスであった。
　ヒトゲノムプロジェクトがそれを変えた。
　30億ドルのプロジェクトは、ウマやその他の動
物のゲノム塩基配列の解読を安価に実施する方法
や手段の発明をもたらした。ウマのゲノム塩基配
列は2006年に完全に解読され（訳注：ウマのゲノ
ムプロジェクトにはJRA競走馬総合研究所および
競走馬理化学研究所も参加した）、数多くの遺伝性
疾患、走行の特性および毛色に関する遺伝学的基
礎の解明に日常的に用いられている。
　しかしながら、分子遺伝学は遺伝性疾患だけに
限られたことではない。今日までに、全ての産業動
物のDNA塩基配列が解読されてきた。筋肉生物学、
繁殖学、伝染病学、免疫学および薬理学を研究して
いる科学者達は、治療のターゲットおよび治療に
対する反応を研究するために、日常的にDNA塩基
配列を用いる。さらに、ゲノム塩基配列の解明は研
究に対して経済的な恩恵をもたらす。ウマを研究
している科学者達は、以前は遺伝子のクローニン
グおよび塩基配列の解読に数ヶ月もの時間と数万
ドルもの費用を要した。現在では大学学部生が、い

かなる遺伝子の塩基配列も同定できるようになっ
た。要する時間はコンピュータでたったの15分、
しかも無料である 。
　あいにく、ウマゲノム塩基配列は、それだけでは
多くの重要な謎に対処するには不十分である。し
かしそれは、新たな手法のための重要な根幹であ
る。我々は、遺伝子発現の研究の基礎としてウマゲ
ノム塩基配列を使用することができる。ウマにワ
クチンを接種した際、ウマが特定の飼料を採取し
た際、あるいはウマが感染症に罹患した際にどの
ような現象が連続して起きているのかを、我々は
評価することができる。これらはいずれも遺伝子
の発現を変化させる。もし異なる反応の結果とし
て個々の組織で発現する遺伝子群を特定できるの
であれば、治療法開発のための強力な手段を持つ
ことができるであろう。これは、複雑な代謝性疾患
やさまざまな感染症に対する防御免疫応答の困難
さを理解する一助となる情報である。科学者達は
すでにこの情報を特定しようと試みているが、課
題の大きさやデータの不足が合わさり、実際的な
進歩を妨げている。
　ウマの遺伝子発現情報には、集中して管理する
保管庫（central repository）が必要である。米国農
務省は、農業分野で重要な全ての動物種に対して、
これらのリソース開発に協力して取り組むよう科
学者達に促している。ENCODE（Encyclopedia of 
DNA Elements）は、ヒトの医学研究のために開発
された同様のリソースである。そのため、動物用の
取 り 組 み は A G - E N C O D E（ A n i m a l  
Genome-ENCODE）と呼ばれてきた。この取り組み
がウマの獣医学に役立つ可能性は大いにある。私
達は、特定の問題を解決するためには出資するが、
研究基盤の開発に対してはあまり出資しない傾向
がある。開発中のウマ用ENCODEは、ある特定の質
問に対する答えとはならないかもしれないが、多

くの問題を解決するための要となるであろう。

連絡先：
Dr. Ernie Bailey, 
(859) 218-1105, 
ebailey@email.uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2014年第3四半期*
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎が引き続き米国で確認され、365施
設において診断された。内訳は、コロラド州310施
設およびテキサス州55施設であった。全てニュー
ジャージー株によるものであった。365施設のう
ち、350施設はウマ用、13施設はウシ用、残り2施
設はウマ、ウシ共用施設だった。コロラド州では、
ウイルス感染馬が約430頭、テキサス州では78頭
報告された。
　腺疫がフランス（12施設）、ドイツ（4施設）、スイ
ス（1施設）および米国（27施設）で発生した。米国
では、14州で59例が診断された。その他の国では、
発生は単発的だった。
　馬インフルエンザがアイルランド、イギリスお
よび米国で発生した。アイルランドでは、2つの郡
でワクチン未接種のサラブレッド種において診断
された。イギリスでは8件発生し、そのほとんど
は、ワクチン未接種のウマおよびポニーでの散発
的な発生だった。米国ではオハイオ州で2件、ケン
タッキー州で1件発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-4に起因する呼吸器疾患が、フランス(3
件)、ドイツ（9例）、アイルランド（2施設で9例）、イ
ギリス（9施設で単発）で発生した。EHV-1による流
産が、アルゼンチン（5件）およびドイツ（1例）で発
生した。フランスでは、サラブレッド種の牝馬で

EHV-4による流産が1例報告された。EHV-1に関連
した神経疾患が、フランス、スイスおよびイギリス
でそれぞれ1例報告された。
　EHV-2および-5（EHV-2、-5）感染症が米国で少数
報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発生
した。カナダでは、サスカチュワン州の8施設で20
例発生し、そのうちのいくつかの施設では過去数
年の間にも発生報告があった。米国では、カリフォ
ルニア州で20例以上の競走馬（クォーターホース
種）で発生が報告され、その大部分は違法に輸入さ
れ未認可の競走に出走していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス、スペイン、スイス
およびUAEで発生したが、いずれも風土病となっ
ている。米国では、ピロプラズマ病とEIAの混合感
染がカリフォルニア州で11例発生し、その後テキ
サス州とフロリダ州のハイリスク群、特に未認可
の競走に出走するクォーターホース種に感染が拡
大した。
　馬伝染性子宮炎がドイツで非サラブレッド種の
種牡馬3例および牝馬1例に発生した。
　Salmonella Abortusequi（馬パラチフス菌）感染
がシンガポールの1施設で、非サラブレッド種５
例で報告された。罹患馬は国際的なパフォーマン
ス馬であった。
　血清型B群サルモネラによるサルモネラ症が米
国で発生した。発生数は特定できなかった。
　ロタウイルス感染症の散発例がフランスで報告
された。スイスでは馬単球性エールリヒア症が1
例発生した。
　2014年第3四半期に、米国で東部馬脳炎が合計
114例確認された。16州で発生し、その多くはフロ
リダ州（58例）で確認された。
　ウエストナイル脳炎が、イタリア（系統2のウイ
ルス株による2例）、トルコ（1例）および米国（32州
で66例）で発生した。大部分の陽性馬はカリフォ
ルニア州、ミズーリ州、オクラホマ州およびテキサ
ス州で認められた。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州においてワクチン未接種の高齢
サラブレッド種1例で発生した。
　ゲタウイルス感染症が日本の競走馬トレーニン

グ・センターで発生した。22例の馬に認められ、そ
のうち予防接種を受けていたウマ（訳注： 正確に
は、当該年のワクチン接種プログラムが完了して
いたウマ）は50%強だった。
　ロドコッカス関連疾患が米国で、44件以上確認
された。米国では全国的にCorynebac te r ium 
pseudotuberculosis感染症の発生率の増加および
地理的分布の拡大が報告された。

＊オーストラリアは第2四半期報告書より
 
ポリメラーゼ連鎖反応分析の結果を正しく解釈す
るために
　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分析は、獣医学分
野において病原体の検出のために一般的に用いら
れている。この検査法は、コストパフォーマンスに
優れ、迅速に検査結果が得られること、さらに培養
できない病原体を検出できるなどの理由によって
広く普及した。新しいPCR法が開発、実施されてお
り、結果を正しく解釈することの重要性は今後も
変わらないであろう。PCR技術と検査対象微生物
について熟知することは、結果を正しく解釈する
ために不可欠である。
　デオキシリボ核酸（DNA）などの核酸は、細胞の
機能発現に必須である蛋白質を合成するための鋳
型となる遺伝物質である。核酸の塩基配列は個々
の微生物に特有であり、特定の微生物を識別する
ための、遺伝子指紋（genetic fingerprint）として用
いることができる。
　PCRは、短い核酸の断片を増幅するために用い
られる複雑な手法である。要約すると、まず核酸を
検体から抽出する；様々な試薬と混和する；そし
て、サーモサイクラー（訳注：核酸合成反応の温度
制御を行う機器）により核酸を増幅する。ターゲッ
トとなる核酸が存在すれば、数千から数十億もの
DNAのコピーを合成することができる。合成、増幅
されたDNAはゲル電気泳動あるいはリアルタイム
法によって検出できる。検査の都度、適切な陽性お
よび陰性コントロールを置くことにより、どちら
の方法でも検体が陽性か陰性であるかの判定が可
能である。ゲル電気泳動はリアルタイム法のよう
に結果が定量的ではなく、陽性あるいは陰性いず

れかと判定される。
　リアルタイム法では、蛍光標識プローブを用い
ることにより、増幅されているDNAをリアルタイ
ムで検出し、コンピュータ画面に表示する。増幅さ
れた核酸のコピー数が、統計学的に決定された閾
値であるCT値に達すると、有意な増幅が認めら
れ、核酸が検出されたと判定される。CT値は、核酸
量が閾値に達するまでに増幅された回数を示し、
元の検体に含まれていた核酸量を定量化すること
ができる。CT値が低いほど、検査対象となる核酸
（微生物数）が、元の検体に多く存在していたこと
を示す。PCR分析法は完璧な方法ではなく、検査結
果は誤って判読されることがある。PCR法は、感度
（陽性を誤って陰性としない）および特異性（陰性
を誤って陽性としない）が高い分析方法である。全
ての検査で同じ試薬を使用するわけではなく、ま
た同じ核酸断片を増幅するわけでもないため、あ
る特定の病原体に対する感度と特異性は、検査の
都度および検査機関により異なることがある。
　いくつかの理由によって、陰性検体が誤って陽
性として報告されることがある。検体が汚染され
ていた可能性、近縁の微生物が類似した遺伝子を
有する可能性、また死滅した微生物から核酸が検
出される可能性がある。同様に、検体中に阻害因子
が存在する場合、検体採取が適切ではない場合（例
えば、ヘルペスウイルスを検査する際に、鼻腔スワ
ブを鼻腔浅部あるいは深部から採取するのでは異
なる）や、検体採取のタイミングが適切ではない場
合（例えば、ウイルス排出のピーク後、あるいは抗
生物質投与後）に、陽性検体が誤って陰性と報告さ
れることがある。これらの潜在的な問題を踏まえ、
PCRの結果は臨床症状と併せて判読されるべきで
ある。
　PCR法は核酸を検出するものであり、疾病を検
出するわけではない。検査対象の病原体の疫学的
知見、臨床症状および／または病原体によって引
き起こされる病態、およびワクチン接種歴は、検査
結果を正しく判読するために重要である。ある病
原体は、普通に環境中から検出され、あるいは臨床
症状を示していないキャリアから検出される可能
性がある。こうしたことから、臨床症状を示さない
動物から病原体が検出された場合、その検査結果

については注意深く解釈する必要がある。さらに、
弱毒生ワクチンが最近接種された場合にも、ワク
チンがPCR法による陽性の原因となることがある
ため、結果の判読は慎重にしなければならない。
　結論として、PCR法は、病原体の同定に非常に有
用な方法である。しかしながら方法、技術、検体そ
れぞれに差異があること、症状がない場合の病原
体検出およびワクチンの影響などを考慮し、検査
結果は慎重に判読すべきである。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan,
alan.loynachan@uky.edu, 
(859) 257-8283
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
Heaves、COPD、RAOあるいは単なる喘息か？
　Heavesあるいはbroken windという用語は、安
静時における努力性呼吸や慢性的な発咳を呈する
成馬から老齢馬のアレルギー性呼吸器疾患を表す
ために何十年もの間用いられている。40年以上前
にドイツ人獣医師であるH.Sasseは、ウマのheaves
を説明するために、症状が類似するヒトのCOPD
（慢性閉塞性肺疾患：chron i c  o b s t r u c t i v e  
pulmonary disease）という用語を用いた。しかし
ながら、ヒトとウマの呼吸器疾患に関する知識が
深まり、現在ではウマのheaves は、COPDよりもむ
しろ喘息に類似しているということが明らかに
なっている。獣医師や科学者は、「回帰性気道閉塞
（recurrent airway obstruction: RAO）」という用語
を用いることを好む。回帰性という言葉は、一旦ウ
マが牧草地に放牧されると症状が良化し、また馬
房に戻すと元に戻るという状態を示す。ウマの喘
息は、厩舎に普通に存在する埃の粒子の吸入後の
気道の過敏性状態を表すのに用いられる。そのよ
うな暴露は、通常カビだらけの乾草を与えた結果
おこる。しかし、夏季の放牧中に、草に生えたカビ
や花粉に反応して同様の症状を示すウマもいる。
　牧草地での乾草俵の給餌は、ウマの喘息の誘因
となりやすく、しばしばより重度な疾患に関連す

る。カビは、カビ臭い干草に特に多量に含まれるの
は当然であるが、同類のカビが良質な干草にも少
量ではあるものの含まれているということに注意
することは重要である。ウォームブラッド種や
リッピッツァナー種などいくつかの品種で、遺伝
的素因が認められてきた。
　治療の目的は、埃への暴露を避け、肺の刺激を抑
制することである。埃を避ける最も効果的な方法
は、喘息のウマを一日中屋外で飼育し、乾草を給餌
しないことである。乾草や牧草の最適な代替品は、
完全なペレット飼料あるいはヘイキューブであ
る。ウマを厩舎で飼養する必要がある場合は、埃の
少ない飼料や敷料を用いることが重要である。乾
草に水を散布したり、蒸気に当てたりすることは、
埃を減らすのに有用であるが、非常に敏感な喘息
のウマにはそれでもなお症状を示すものがいるか
もしれない。喘息のウマのほとんどは、乾草を給餌
せず牧草地で飼養すると1～2週程で症状が改善
するが、舎飼いの場合は、埃を減らした効果が現れ
るのに1～2ヶ月かかる。埃を減らしても、部分的
にしか症状が改善しないウマには、さらに薬物治
療を行うべきである。
　コルチコステロイド剤や気管支拡張剤による治
療は、肺への刺激を減らし、回復を早めるのに有効
である。経口薬あるいは注射薬は、大抵吸入薬より
も安価である。しかしながら、経口薬あるいは注射
薬を用いた治療は、副作用を伴う可能性がある。気
管支拡張剤として一般的に用いられるアルブテ
ロールは、ウマにおいて経口投与では吸収されな
いが、吸入投与した場合、効果は非常に短いものの
（1時間程度）、効果的である。喘息のウマに抗ヒス
タミン剤が有効な場合もあるが、大抵のウマは最
終的に治療に対して反応しなくなる。最近我々は、
オメガ3脂肪酸を豊富に含むサプリメントを与え
ることで、2～4週間以内に喘息のウマの呼吸は改
善され、発咳が抑制されたことを示した。
　ウマは、大地を自由に歩き回る草食動物として
進化したことを忘れてはならない。農作業に従事
させてきた現代のウマの利用法は、ウマの呼吸器
の健康には理想的ではない。特に喘息のウマは、か
つての環境に戻してやることで大いに回復する。

連絡先：
Dr. Laurent L. Couetil, 
(765) 494-8548, 
couetil@purdue.edu 
Director, Equine Research Programs 
Purdue University College of Veterinary Medicine 
West Lafayette, Indiana
 
ウォブラー症候群の展望
　一般的にウォブラー症候群として知られている
頚椎狭窄症（cervical stenotic myelopathy：CSM）
は、頚椎の奇形を特徴とする神経疾患である。奇形
のために頚部脊柱管の狭窄がおこり脊髄が圧迫さ
れる。脊髄圧迫は、臨床的には神経症状として発現
し、一般的に前肢より後肢で重度となる。ウマの障
害の重篤度により、倫理上あるいはウマとヒト双
方の安全上の理由により安楽殺されることが多
い 。
　ウマのCSMは、栄養の過剰摂取、成長率の増加、
亜鉛と銅濃度の変化など多因子が関与すると考え
られている疾病であり、発症には遺伝的要因も関
与している。これらの要因はすべて、何らかの関与
が知られているかあるいは疑われているが、発症
にいたる正確な機序の詳細については依然として
不明である。
　現在、性別、品種および年齢がこの深刻な疾患に
大いに関わっていることがよく知られている。牡
馬は牝馬に比較して罹患しやすい。サラブレッド
種、アメリカンサドルブレッド種、ウォームブラッ
ド種ならびにテネシーウォーキングホース種では
本症を認めることが多い。様々な研究によって
CSMの平均発症年齢は2歳以下ということが分
かっており、CSMは発育性骨疾患として分類され
る。
　CSMの正確な臨床診断のための評価方法および
解析手法が長年かけて発展してきた。すべての臨
床的な精密検査は、まず運動失調の兆候を調べる
詳細な神経学的検査から始まる。続いて、頚部のX
線検査を行う。各椎間部の解剖学的計測によって
求められた標準比率から、推定される脊椎管の狭
窄部位を特定する。実際の脊髄の圧迫部位の視覚
化には脊髄造影が用いられる。

　いったんCSMと診断されたら、管理法と治療法
にいくつかの選択肢がある。より消極的なアプ
ローチは、食餌の改善と抗炎症治療が主体であり、
成長率を抑え、非骨組織の腫脹を減少させること
により、脊髄の圧迫を減少させるために椎骨の再
形成を促す。より積極的なアプローチとしては、外
科的に頚椎を癒合させることによって脊髄圧迫を
軽減する方法がとられる。
　ウォブラー症候群について、多くのことが解明
されたといえども、未だに重要な問題が残ってい
る。グルック馬研究センター（ケンタッキー大学）
で最近、CSMに焦点をあてた研究が実施された。磁
気共鳴画像診断（MRI）やコンピュータ断層撮影
（CT）などの画像診断法の進歩により、頚部全体に
おける病変の描出が可能になった。複数の角度か
ら得られる高解像度画像や、頚椎、脊髄および周囲
の軟部組織を視覚化できることは、CSMの病理を
研究し、理解するための非常に大きな情報となっ
ている。複数の画像診断法によって得られたデー
タ、臨床データの集積および詳細な剖検所見は
CSMの研究に新たな洞察を与える。現在、CTおよ
びMRIは研究レベルで使用されているが、ウマの
大きさに合わせた装置が開発されれば、将来は臨
床診断に用いることが可能となるだろう。
　遺伝的要因が果たす役割は、長年の疑問である。
ゲノムテクノロジーが急速に発展したことによ
り、CSM発症のしやすさに寄与する可能性のある
遺伝子を同定するためのウマゲノム研究が、現在
行われている。この研究分野はエキサイティング
であり、交配の決定や潜在的に発症しやすいウマ
の管理に大きな影響を与えるであろう。

連絡先：
Dr. Jennifer Janes, 
Jennifer.janes@uky.edu 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
診断用検体提出のガイドライン 
　検査室における検査は提出された検体の質に左
右される。最も信頼でき、かつ正確な結果を得るた
めには、検体を適切に採取、保管し、正確な記録と

ともに適切に輸送しなければならない。検査の対
象として検査室に提出される検体は、血清、全血、
糞便、尿、スワブ、洗浄液、組織検体、バイオプシー
検体、飼料、飼い葉、水および動物体そのものなど
がある。以下のガイドラインは、診断用に提出され
た検体から最大限の情報を得るためものである。
血清は、抗体検出あるいは抗体の力価測定検査に
用いられる。血清を採取する場合は、血液を凝固さ
せた後、血清を別の清浄なチューブに移す。血清が
長時間凝固血に接していた場合、赤血球の破壊あ
るいは溶血が生じることがある。溶血は、多くの検
査法の阻害要因となる。ゲルを含む血清分離用採
血管は、血清と赤血球の遠心法による分離を容易
にするが、輸送には適していない。
　血漿あるいは全血は、通常、血球計算、ウイルス
分離、PCR 法などの検査に用いられる。これらの検
査では、血液を凝固させないために適切な抗凝固
剤を含んだ採血管を用いて血液を採取し、速やか
に5～6 回穏やかに転倒混和させる。
　検体は、バイオセキュリティガイドラインに従
い、蓋付きの清潔で密閉され漏れない容器に封入
後、適切な表示を貼付して送付しなければならな
い。直腸検査用手袋は、一見完全で便利な容器（特
に糞便検体のため）に見えるが、検体送付に用いる
べきではない。
　車のダッシュボードまたはコンソールでの検体
の保管は適切ではない。ほとんどの検体は冷蔵保
管する必要がある。ホルマリン浸漬組織は冷蔵保
管する必要はないが、必ず密封容器に保管されな
くてはならない。ホルマリンは危険物質であるた
め、漏出した際は、輸送会社または検査機関から重
大な罰金を課せられる可能性がある。ほとんどの

生物検体は、クール便を利用して翌日に配達され
ることが推奨される。検体あるいは容器が輸送中
につぶされないように、検体は頑丈で防護された
容器に入れて送付するべきである。内部に緩衝材
を入れた封筒で血液チューブを輸送することは適
切ではない。
　適切な書類は重要であり、まず検体へのラベリ
ングから始まる。検体には最低でも、動物名／ID番
号、内容物および日付を記すべきである。提出用紙
は可能な限り完全に記入する必要がある。採取日
は、ルーチン検査のために重要かつ不可欠である。
一般的に履歴は詳細なほど良い。検査結果やその
解釈に影響を与えるため、必ず抗生剤の治療歴や
直近のワクチン接種履歴等について記載を忘れて
はならない。
　剖検用に動物体を送付する場合、暖かい気候時
には腐敗が進みやすいということに留意するべき
である。動物を神経学的検査に提出する場合や狂
犬病の疑いがある場合、脳を傷つけてはならない。
検査対象動物の頭部に、銃弾や鈍器による損傷を
与えてはならない。
　最後に、貴重な時間と費用を無駄にしないため
にも、疑問がある場合には事前に検査機関に連絡
を入れるべきである。

連絡先：
Dr. Deborah Maples,
(859) 257-8283, 
deborah.maples@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　私達は、レコードやテープで音楽を聞くことは
なくなった。私達が文章を書く際には、何らかの
ワードプロセッサを使って「キーボードで入力」す
る。私達の生活は、技術の進歩に伴って大きく変化
してきた。従って、生物学の分野においても同等あ
るいはより大きな変化が起きているということ
は、驚くべきことではない。
　2000年より以前に、ウマに対して獣医遺伝学が
最も大きく貢献したことは、新生子馬の溶血性疾
患（新生子同種溶血）の原因解明および親子鑑別の
二つである。その他の点では、遺伝の原理は、単に
遺伝性疾患を理解する上での基礎を提供するのみ
であった。実用的な見地からみると、遺伝学はブ
ラックボックスであった。
　ヒトゲノムプロジェクトがそれを変えた。
　30億ドルのプロジェクトは、ウマやその他の動
物のゲノム塩基配列の解読を安価に実施する方法
や手段の発明をもたらした。ウマのゲノム塩基配
列は2006年に完全に解読され（訳注：ウマのゲノ
ムプロジェクトにはJRA競走馬総合研究所および
競走馬理化学研究所も参加した）、数多くの遺伝性
疾患、走行の特性および毛色に関する遺伝学的基
礎の解明に日常的に用いられている。
　しかしながら、分子遺伝学は遺伝性疾患だけに
限られたことではない。今日までに、全ての産業動
物のDNA塩基配列が解読されてきた。筋肉生物学、
繁殖学、伝染病学、免疫学および薬理学を研究して
いる科学者達は、治療のターゲットおよび治療に
対する反応を研究するために、日常的にDNA塩基
配列を用いる。さらに、ゲノム塩基配列の解明は研
究に対して経済的な恩恵をもたらす。ウマを研究
している科学者達は、以前は遺伝子のクローニン
グおよび塩基配列の解読に数ヶ月もの時間と数万
ドルもの費用を要した。現在では大学学部生が、い

かなる遺伝子の塩基配列も同定できるようになっ
た。要する時間はコンピュータでたったの15分、
しかも無料である 。
　あいにく、ウマゲノム塩基配列は、それだけでは
多くの重要な謎に対処するには不十分である。し
かしそれは、新たな手法のための重要な根幹であ
る。我々は、遺伝子発現の研究の基礎としてウマゲ
ノム塩基配列を使用することができる。ウマにワ
クチンを接種した際、ウマが特定の飼料を採取し
た際、あるいはウマが感染症に罹患した際にどの
ような現象が連続して起きているのかを、我々は
評価することができる。これらはいずれも遺伝子
の発現を変化させる。もし異なる反応の結果とし
て個々の組織で発現する遺伝子群を特定できるの
であれば、治療法開発のための強力な手段を持つ
ことができるであろう。これは、複雑な代謝性疾患
やさまざまな感染症に対する防御免疫応答の困難
さを理解する一助となる情報である。科学者達は
すでにこの情報を特定しようと試みているが、課
題の大きさやデータの不足が合わさり、実際的な
進歩を妨げている。
　ウマの遺伝子発現情報には、集中して管理する
保管庫（central repository）が必要である。米国農
務省は、農業分野で重要な全ての動物種に対して、
これらのリソース開発に協力して取り組むよう科
学者達に促している。ENCODE（Encyclopedia of 
DNA Elements）は、ヒトの医学研究のために開発
された同様のリソースである。そのため、動物用の
取 り 組 み は A G - E N C O D E（ A n i m a l  
Genome-ENCODE）と呼ばれてきた。この取り組み
がウマの獣医学に役立つ可能性は大いにある。私
達は、特定の問題を解決するためには出資するが、
研究基盤の開発に対してはあまり出資しない傾向
がある。開発中のウマ用ENCODEは、ある特定の質
問に対する答えとはならないかもしれないが、多

くの問題を解決するための要となるであろう。

連絡先：
Dr. Ernie Bailey, 
(859) 218-1105, 
ebailey@email.uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2014年第3四半期*
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎が引き続き米国で確認され、365施
設において診断された。内訳は、コロラド州310施
設およびテキサス州55施設であった。全てニュー
ジャージー株によるものであった。365施設のう
ち、350施設はウマ用、13施設はウシ用、残り2施
設はウマ、ウシ共用施設だった。コロラド州では、
ウイルス感染馬が約430頭、テキサス州では78頭
報告された。
　腺疫がフランス（12施設）、ドイツ（4施設）、スイ
ス（1施設）および米国（27施設）で発生した。米国
では、14州で59例が診断された。その他の国では、
発生は単発的だった。
　馬インフルエンザがアイルランド、イギリスお
よび米国で発生した。アイルランドでは、2つの郡
でワクチン未接種のサラブレッド種において診断
された。イギリスでは8件発生し、そのほとんど
は、ワクチン未接種のウマおよびポニーでの散発
的な発生だった。米国ではオハイオ州で2件、ケン
タッキー州で1件発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-4に起因する呼吸器疾患が、フランス(3
件)、ドイツ（9例）、アイルランド（2施設で9例）、イ
ギリス（9施設で単発）で発生した。EHV-1による流
産が、アルゼンチン（5件）およびドイツ（1例）で発
生した。フランスでは、サラブレッド種の牝馬で

EHV-4による流産が1例報告された。EHV-1に関連
した神経疾患が、フランス、スイスおよびイギリス
でそれぞれ1例報告された。
　EHV-2および-5（EHV-2、-5）感染症が米国で少数
報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発生
した。カナダでは、サスカチュワン州の8施設で20
例発生し、そのうちのいくつかの施設では過去数
年の間にも発生報告があった。米国では、カリフォ
ルニア州で20例以上の競走馬（クォーターホース
種）で発生が報告され、その大部分は違法に輸入さ
れ未認可の競走に出走していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス、スペイン、スイス
およびUAEで発生したが、いずれも風土病となっ
ている。米国では、ピロプラズマ病とEIAの混合感
染がカリフォルニア州で11例発生し、その後テキ
サス州とフロリダ州のハイリスク群、特に未認可
の競走に出走するクォーターホース種に感染が拡
大した。
　馬伝染性子宮炎がドイツで非サラブレッド種の
種牡馬3例および牝馬1例に発生した。
　Salmonella Abortusequi（馬パラチフス菌）感染
がシンガポールの1施設で、非サラブレッド種５
例で報告された。罹患馬は国際的なパフォーマン
ス馬であった。
　血清型B群サルモネラによるサルモネラ症が米
国で発生した。発生数は特定できなかった。
　ロタウイルス感染症の散発例がフランスで報告
された。スイスでは馬単球性エールリヒア症が1
例発生した。
　2014年第3四半期に、米国で東部馬脳炎が合計
114例確認された。16州で発生し、その多くはフロ
リダ州（58例）で確認された。
　ウエストナイル脳炎が、イタリア（系統2のウイ
ルス株による2例）、トルコ（1例）および米国（32州
で66例）で発生した。大部分の陽性馬はカリフォ
ルニア州、ミズーリ州、オクラホマ州およびテキサ
ス州で認められた。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州においてワクチン未接種の高齢
サラブレッド種1例で発生した。
　ゲタウイルス感染症が日本の競走馬トレーニン

グ・センターで発生した。22例の馬に認められ、そ
のうち予防接種を受けていたウマ（訳注： 正確に
は、当該年のワクチン接種プログラムが完了して
いたウマ）は50%強だった。
　ロドコッカス関連疾患が米国で、44件以上確認
された。米国では全国的にCorynebac te r ium 
pseudotuberculosis感染症の発生率の増加および
地理的分布の拡大が報告された。

＊オーストラリアは第2四半期報告書より
 
ポリメラーゼ連鎖反応分析の結果を正しく解釈す
るために
　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分析は、獣医学分
野において病原体の検出のために一般的に用いら
れている。この検査法は、コストパフォーマンスに
優れ、迅速に検査結果が得られること、さらに培養
できない病原体を検出できるなどの理由によって
広く普及した。新しいPCR法が開発、実施されてお
り、結果を正しく解釈することの重要性は今後も
変わらないであろう。PCR技術と検査対象微生物
について熟知することは、結果を正しく解釈する
ために不可欠である。
　デオキシリボ核酸（DNA）などの核酸は、細胞の
機能発現に必須である蛋白質を合成するための鋳
型となる遺伝物質である。核酸の塩基配列は個々
の微生物に特有であり、特定の微生物を識別する
ための、遺伝子指紋（genetic fingerprint）として用
いることができる。
　PCRは、短い核酸の断片を増幅するために用い
られる複雑な手法である。要約すると、まず核酸を
検体から抽出する；様々な試薬と混和する；そし
て、サーモサイクラー（訳注：核酸合成反応の温度
制御を行う機器）により核酸を増幅する。ターゲッ
トとなる核酸が存在すれば、数千から数十億もの
DNAのコピーを合成することができる。合成、増幅
されたDNAはゲル電気泳動あるいはリアルタイム
法によって検出できる。検査の都度、適切な陽性お
よび陰性コントロールを置くことにより、どちら
の方法でも検体が陽性か陰性であるかの判定が可
能である。ゲル電気泳動はリアルタイム法のよう
に結果が定量的ではなく、陽性あるいは陰性いず

れかと判定される。
　リアルタイム法では、蛍光標識プローブを用い
ることにより、増幅されているDNAをリアルタイ
ムで検出し、コンピュータ画面に表示する。増幅さ
れた核酸のコピー数が、統計学的に決定された閾
値であるCT値に達すると、有意な増幅が認めら
れ、核酸が検出されたと判定される。CT値は、核酸
量が閾値に達するまでに増幅された回数を示し、
元の検体に含まれていた核酸量を定量化すること
ができる。CT値が低いほど、検査対象となる核酸
（微生物数）が、元の検体に多く存在していたこと
を示す。PCR分析法は完璧な方法ではなく、検査結
果は誤って判読されることがある。PCR法は、感度
（陽性を誤って陰性としない）および特異性（陰性
を誤って陽性としない）が高い分析方法である。全
ての検査で同じ試薬を使用するわけではなく、ま
た同じ核酸断片を増幅するわけでもないため、あ
る特定の病原体に対する感度と特異性は、検査の
都度および検査機関により異なることがある。
　いくつかの理由によって、陰性検体が誤って陽
性として報告されることがある。検体が汚染され
ていた可能性、近縁の微生物が類似した遺伝子を
有する可能性、また死滅した微生物から核酸が検
出される可能性がある。同様に、検体中に阻害因子
が存在する場合、検体採取が適切ではない場合（例
えば、ヘルペスウイルスを検査する際に、鼻腔スワ
ブを鼻腔浅部あるいは深部から採取するのでは異
なる）や、検体採取のタイミングが適切ではない場
合（例えば、ウイルス排出のピーク後、あるいは抗
生物質投与後）に、陽性検体が誤って陰性と報告さ
れることがある。これらの潜在的な問題を踏まえ、
PCRの結果は臨床症状と併せて判読されるべきで
ある。
　PCR法は核酸を検出するものであり、疾病を検
出するわけではない。検査対象の病原体の疫学的
知見、臨床症状および／または病原体によって引
き起こされる病態、およびワクチン接種歴は、検査
結果を正しく判読するために重要である。ある病
原体は、普通に環境中から検出され、あるいは臨床
症状を示していないキャリアから検出される可能
性がある。こうしたことから、臨床症状を示さない
動物から病原体が検出された場合、その検査結果

については注意深く解釈する必要がある。さらに、
弱毒生ワクチンが最近接種された場合にも、ワク
チンがPCR法による陽性の原因となることがある
ため、結果の判読は慎重にしなければならない。
　結論として、PCR法は、病原体の同定に非常に有
用な方法である。しかしながら方法、技術、検体そ
れぞれに差異があること、症状がない場合の病原
体検出およびワクチンの影響などを考慮し、検査
結果は慎重に判読すべきである。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan,
alan.loynachan@uky.edu, 
(859) 257-8283
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
Heaves、COPD、RAOあるいは単なる喘息か？
　Heavesあるいはbroken windという用語は、安
静時における努力性呼吸や慢性的な発咳を呈する
成馬から老齢馬のアレルギー性呼吸器疾患を表す
ために何十年もの間用いられている。40年以上前
にドイツ人獣医師であるH.Sasseは、ウマのheaves
を説明するために、症状が類似するヒトのCOPD
（慢性閉塞性肺疾患：chron i c  o b s t r u c t i v e  
pulmonary disease）という用語を用いた。しかし
ながら、ヒトとウマの呼吸器疾患に関する知識が
深まり、現在ではウマのheaves は、COPDよりもむ
しろ喘息に類似しているということが明らかに
なっている。獣医師や科学者は、「回帰性気道閉塞
（recurrent airway obstruction: RAO）」という用語
を用いることを好む。回帰性という言葉は、一旦ウ
マが牧草地に放牧されると症状が良化し、また馬
房に戻すと元に戻るという状態を示す。ウマの喘
息は、厩舎に普通に存在する埃の粒子の吸入後の
気道の過敏性状態を表すのに用いられる。そのよ
うな暴露は、通常カビだらけの乾草を与えた結果
おこる。しかし、夏季の放牧中に、草に生えたカビ
や花粉に反応して同様の症状を示すウマもいる。
　牧草地での乾草俵の給餌は、ウマの喘息の誘因
となりやすく、しばしばより重度な疾患に関連す

る。カビは、カビ臭い干草に特に多量に含まれるの
は当然であるが、同類のカビが良質な干草にも少
量ではあるものの含まれているということに注意
することは重要である。ウォームブラッド種や
リッピッツァナー種などいくつかの品種で、遺伝
的素因が認められてきた。
　治療の目的は、埃への暴露を避け、肺の刺激を抑
制することである。埃を避ける最も効果的な方法
は、喘息のウマを一日中屋外で飼育し、乾草を給餌
しないことである。乾草や牧草の最適な代替品は、
完全なペレット飼料あるいはヘイキューブであ
る。ウマを厩舎で飼養する必要がある場合は、埃の
少ない飼料や敷料を用いることが重要である。乾
草に水を散布したり、蒸気に当てたりすることは、
埃を減らすのに有用であるが、非常に敏感な喘息
のウマにはそれでもなお症状を示すものがいるか
もしれない。喘息のウマのほとんどは、乾草を給餌
せず牧草地で飼養すると1～2週程で症状が改善
するが、舎飼いの場合は、埃を減らした効果が現れ
るのに1～2ヶ月かかる。埃を減らしても、部分的
にしか症状が改善しないウマには、さらに薬物治
療を行うべきである。
　コルチコステロイド剤や気管支拡張剤による治
療は、肺への刺激を減らし、回復を早めるのに有効
である。経口薬あるいは注射薬は、大抵吸入薬より
も安価である。しかしながら、経口薬あるいは注射
薬を用いた治療は、副作用を伴う可能性がある。気
管支拡張剤として一般的に用いられるアルブテ
ロールは、ウマにおいて経口投与では吸収されな
いが、吸入投与した場合、効果は非常に短いものの
（1時間程度）、効果的である。喘息のウマに抗ヒス
タミン剤が有効な場合もあるが、大抵のウマは最
終的に治療に対して反応しなくなる。最近我々は、
オメガ3脂肪酸を豊富に含むサプリメントを与え
ることで、2～4週間以内に喘息のウマの呼吸は改
善され、発咳が抑制されたことを示した。
　ウマは、大地を自由に歩き回る草食動物として
進化したことを忘れてはならない。農作業に従事
させてきた現代のウマの利用法は、ウマの呼吸器
の健康には理想的ではない。特に喘息のウマは、か
つての環境に戻してやることで大いに回復する。

連絡先：
Dr. Laurent L. Couetil, 
(765) 494-8548, 
couetil@purdue.edu 
Director, Equine Research Programs 
Purdue University College of Veterinary Medicine 
West Lafayette, Indiana
 
ウォブラー症候群の展望
　一般的にウォブラー症候群として知られている
頚椎狭窄症（cervical stenotic myelopathy：CSM）
は、頚椎の奇形を特徴とする神経疾患である。奇形
のために頚部脊柱管の狭窄がおこり脊髄が圧迫さ
れる。脊髄圧迫は、臨床的には神経症状として発現
し、一般的に前肢より後肢で重度となる。ウマの障
害の重篤度により、倫理上あるいはウマとヒト双
方の安全上の理由により安楽殺されることが多
い 。
　ウマのCSMは、栄養の過剰摂取、成長率の増加、
亜鉛と銅濃度の変化など多因子が関与すると考え
られている疾病であり、発症には遺伝的要因も関
与している。これらの要因はすべて、何らかの関与
が知られているかあるいは疑われているが、発症
にいたる正確な機序の詳細については依然として
不明である。
　現在、性別、品種および年齢がこの深刻な疾患に
大いに関わっていることがよく知られている。牡
馬は牝馬に比較して罹患しやすい。サラブレッド
種、アメリカンサドルブレッド種、ウォームブラッ
ド種ならびにテネシーウォーキングホース種では
本症を認めることが多い。様々な研究によって
CSMの平均発症年齢は2歳以下ということが分
かっており、CSMは発育性骨疾患として分類され
る。
　CSMの正確な臨床診断のための評価方法および
解析手法が長年かけて発展してきた。すべての臨
床的な精密検査は、まず運動失調の兆候を調べる
詳細な神経学的検査から始まる。続いて、頚部のX
線検査を行う。各椎間部の解剖学的計測によって
求められた標準比率から、推定される脊椎管の狭
窄部位を特定する。実際の脊髄の圧迫部位の視覚
化には脊髄造影が用いられる。

　いったんCSMと診断されたら、管理法と治療法
にいくつかの選択肢がある。より消極的なアプ
ローチは、食餌の改善と抗炎症治療が主体であり、
成長率を抑え、非骨組織の腫脹を減少させること
により、脊髄の圧迫を減少させるために椎骨の再
形成を促す。より積極的なアプローチとしては、外
科的に頚椎を癒合させることによって脊髄圧迫を
軽減する方法がとられる。
　ウォブラー症候群について、多くのことが解明
されたといえども、未だに重要な問題が残ってい
る。グルック馬研究センター（ケンタッキー大学）
で最近、CSMに焦点をあてた研究が実施された。磁
気共鳴画像診断（MRI）やコンピュータ断層撮影
（CT）などの画像診断法の進歩により、頚部全体に
おける病変の描出が可能になった。複数の角度か
ら得られる高解像度画像や、頚椎、脊髄および周囲
の軟部組織を視覚化できることは、CSMの病理を
研究し、理解するための非常に大きな情報となっ
ている。複数の画像診断法によって得られたデー
タ、臨床データの集積および詳細な剖検所見は
CSMの研究に新たな洞察を与える。現在、CTおよ
びMRIは研究レベルで使用されているが、ウマの
大きさに合わせた装置が開発されれば、将来は臨
床診断に用いることが可能となるだろう。
　遺伝的要因が果たす役割は、長年の疑問である。
ゲノムテクノロジーが急速に発展したことによ
り、CSM発症のしやすさに寄与する可能性のある
遺伝子を同定するためのウマゲノム研究が、現在
行われている。この研究分野はエキサイティング
であり、交配の決定や潜在的に発症しやすいウマ
の管理に大きな影響を与えるであろう。

連絡先：
Dr. Jennifer Janes, 
Jennifer.janes@uky.edu 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
診断用検体提出のガイドライン 
　検査室における検査は提出された検体の質に左
右される。最も信頼でき、かつ正確な結果を得るた
めには、検体を適切に採取、保管し、正確な記録と

ともに適切に輸送しなければならない。検査の対
象として検査室に提出される検体は、血清、全血、
糞便、尿、スワブ、洗浄液、組織検体、バイオプシー
検体、飼料、飼い葉、水および動物体そのものなど
がある。以下のガイドラインは、診断用に提出され
た検体から最大限の情報を得るためものである。
血清は、抗体検出あるいは抗体の力価測定検査に
用いられる。血清を採取する場合は、血液を凝固さ
せた後、血清を別の清浄なチューブに移す。血清が
長時間凝固血に接していた場合、赤血球の破壊あ
るいは溶血が生じることがある。溶血は、多くの検
査法の阻害要因となる。ゲルを含む血清分離用採
血管は、血清と赤血球の遠心法による分離を容易
にするが、輸送には適していない。
　血漿あるいは全血は、通常、血球計算、ウイルス
分離、PCR 法などの検査に用いられる。これらの検
査では、血液を凝固させないために適切な抗凝固
剤を含んだ採血管を用いて血液を採取し、速やか
に5～6 回穏やかに転倒混和させる。
　検体は、バイオセキュリティガイドラインに従
い、蓋付きの清潔で密閉され漏れない容器に封入
後、適切な表示を貼付して送付しなければならな
い。直腸検査用手袋は、一見完全で便利な容器（特
に糞便検体のため）に見えるが、検体送付に用いる
べきではない。
　車のダッシュボードまたはコンソールでの検体
の保管は適切ではない。ほとんどの検体は冷蔵保
管する必要がある。ホルマリン浸漬組織は冷蔵保
管する必要はないが、必ず密封容器に保管されな
くてはならない。ホルマリンは危険物質であるた
め、漏出した際は、輸送会社または検査機関から重
大な罰金を課せられる可能性がある。ほとんどの

生物検体は、クール便を利用して翌日に配達され
ることが推奨される。検体あるいは容器が輸送中
につぶされないように、検体は頑丈で防護された
容器に入れて送付するべきである。内部に緩衝材
を入れた封筒で血液チューブを輸送することは適
切ではない。
　適切な書類は重要であり、まず検体へのラベリ
ングから始まる。検体には最低でも、動物名／ID番
号、内容物および日付を記すべきである。提出用紙
は可能な限り完全に記入する必要がある。採取日
は、ルーチン検査のために重要かつ不可欠である。
一般的に履歴は詳細なほど良い。検査結果やその
解釈に影響を与えるため、必ず抗生剤の治療歴や
直近のワクチン接種履歴等について記載を忘れて
はならない。
　剖検用に動物体を送付する場合、暖かい気候時
には腐敗が進みやすいということに留意するべき
である。動物を神経学的検査に提出する場合や狂
犬病の疑いがある場合、脳を傷つけてはならない。
検査対象動物の頭部に、銃弾や鈍器による損傷を
与えてはならない。
　最後に、貴重な時間と費用を無駄にしないため
にも、疑問がある場合には事前に検査機関に連絡
を入れるべきである。

連絡先：
Dr. Deborah Maples,
(859) 257-8283, 
deborah.maples@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　私達は、レコードやテープで音楽を聞くことは
なくなった。私達が文章を書く際には、何らかの
ワードプロセッサを使って「キーボードで入力」す
る。私達の生活は、技術の進歩に伴って大きく変化
してきた。従って、生物学の分野においても同等あ
るいはより大きな変化が起きているということ
は、驚くべきことではない。
　2000年より以前に、ウマに対して獣医遺伝学が
最も大きく貢献したことは、新生子馬の溶血性疾
患（新生子同種溶血）の原因解明および親子鑑別の
二つである。その他の点では、遺伝の原理は、単に
遺伝性疾患を理解する上での基礎を提供するのみ
であった。実用的な見地からみると、遺伝学はブ
ラックボックスであった。
　ヒトゲノムプロジェクトがそれを変えた。
　30億ドルのプロジェクトは、ウマやその他の動
物のゲノム塩基配列の解読を安価に実施する方法
や手段の発明をもたらした。ウマのゲノム塩基配
列は2006年に完全に解読され（訳注：ウマのゲノ
ムプロジェクトにはJRA競走馬総合研究所および
競走馬理化学研究所も参加した）、数多くの遺伝性
疾患、走行の特性および毛色に関する遺伝学的基
礎の解明に日常的に用いられている。
　しかしながら、分子遺伝学は遺伝性疾患だけに
限られたことではない。今日までに、全ての産業動
物のDNA塩基配列が解読されてきた。筋肉生物学、
繁殖学、伝染病学、免疫学および薬理学を研究して
いる科学者達は、治療のターゲットおよび治療に
対する反応を研究するために、日常的にDNA塩基
配列を用いる。さらに、ゲノム塩基配列の解明は研
究に対して経済的な恩恵をもたらす。ウマを研究
している科学者達は、以前は遺伝子のクローニン
グおよび塩基配列の解読に数ヶ月もの時間と数万
ドルもの費用を要した。現在では大学学部生が、い

かなる遺伝子の塩基配列も同定できるようになっ
た。要する時間はコンピュータでたったの15分、
しかも無料である 。
　あいにく、ウマゲノム塩基配列は、それだけでは
多くの重要な謎に対処するには不十分である。し
かしそれは、新たな手法のための重要な根幹であ
る。我々は、遺伝子発現の研究の基礎としてウマゲ
ノム塩基配列を使用することができる。ウマにワ
クチンを接種した際、ウマが特定の飼料を採取し
た際、あるいはウマが感染症に罹患した際にどの
ような現象が連続して起きているのかを、我々は
評価することができる。これらはいずれも遺伝子
の発現を変化させる。もし異なる反応の結果とし
て個々の組織で発現する遺伝子群を特定できるの
であれば、治療法開発のための強力な手段を持つ
ことができるであろう。これは、複雑な代謝性疾患
やさまざまな感染症に対する防御免疫応答の困難
さを理解する一助となる情報である。科学者達は
すでにこの情報を特定しようと試みているが、課
題の大きさやデータの不足が合わさり、実際的な
進歩を妨げている。
　ウマの遺伝子発現情報には、集中して管理する
保管庫（central repository）が必要である。米国農
務省は、農業分野で重要な全ての動物種に対して、
これらのリソース開発に協力して取り組むよう科
学者達に促している。ENCODE（Encyclopedia of 
DNA Elements）は、ヒトの医学研究のために開発
された同様のリソースである。そのため、動物用の
取 り 組 み は A G - E N C O D E（ A n i m a l  
Genome-ENCODE）と呼ばれてきた。この取り組み
がウマの獣医学に役立つ可能性は大いにある。私
達は、特定の問題を解決するためには出資するが、
研究基盤の開発に対してはあまり出資しない傾向
がある。開発中のウマ用ENCODEは、ある特定の質
問に対する答えとはならないかもしれないが、多

くの問題を解決するための要となるであろう。

連絡先：
Dr. Ernie Bailey, 
(859) 218-1105, 
ebailey@email.uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2014年第3四半期*
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎が引き続き米国で確認され、365施
設において診断された。内訳は、コロラド州310施
設およびテキサス州55施設であった。全てニュー
ジャージー株によるものであった。365施設のう
ち、350施設はウマ用、13施設はウシ用、残り2施
設はウマ、ウシ共用施設だった。コロラド州では、
ウイルス感染馬が約430頭、テキサス州では78頭
報告された。
　腺疫がフランス（12施設）、ドイツ（4施設）、スイ
ス（1施設）および米国（27施設）で発生した。米国
では、14州で59例が診断された。その他の国では、
発生は単発的だった。
　馬インフルエンザがアイルランド、イギリスお
よび米国で発生した。アイルランドでは、2つの郡
でワクチン未接種のサラブレッド種において診断
された。イギリスでは8件発生し、そのほとんど
は、ワクチン未接種のウマおよびポニーでの散発
的な発生だった。米国ではオハイオ州で2件、ケン
タッキー州で1件発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-4に起因する呼吸器疾患が、フランス(3
件)、ドイツ（9例）、アイルランド（2施設で9例）、イ
ギリス（9施設で単発）で発生した。EHV-1による流
産が、アルゼンチン（5件）およびドイツ（1例）で発
生した。フランスでは、サラブレッド種の牝馬で

EHV-4による流産が1例報告された。EHV-1に関連
した神経疾患が、フランス、スイスおよびイギリス
でそれぞれ1例報告された。
　EHV-2および-5（EHV-2、-5）感染症が米国で少数
報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発生
した。カナダでは、サスカチュワン州の8施設で20
例発生し、そのうちのいくつかの施設では過去数
年の間にも発生報告があった。米国では、カリフォ
ルニア州で20例以上の競走馬（クォーターホース
種）で発生が報告され、その大部分は違法に輸入さ
れ未認可の競走に出走していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス、スペイン、スイス
およびUAEで発生したが、いずれも風土病となっ
ている。米国では、ピロプラズマ病とEIAの混合感
染がカリフォルニア州で11例発生し、その後テキ
サス州とフロリダ州のハイリスク群、特に未認可
の競走に出走するクォーターホース種に感染が拡
大した。
　馬伝染性子宮炎がドイツで非サラブレッド種の
種牡馬3例および牝馬1例に発生した。
　Salmonella Abortusequi（馬パラチフス菌）感染
がシンガポールの1施設で、非サラブレッド種５
例で報告された。罹患馬は国際的なパフォーマン
ス馬であった。
　血清型B群サルモネラによるサルモネラ症が米
国で発生した。発生数は特定できなかった。
　ロタウイルス感染症の散発例がフランスで報告
された。スイスでは馬単球性エールリヒア症が1
例発生した。
　2014年第3四半期に、米国で東部馬脳炎が合計
114例確認された。16州で発生し、その多くはフロ
リダ州（58例）で確認された。
　ウエストナイル脳炎が、イタリア（系統2のウイ
ルス株による2例）、トルコ（1例）および米国（32州
で66例）で発生した。大部分の陽性馬はカリフォ
ルニア州、ミズーリ州、オクラホマ州およびテキサ
ス州で認められた。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州においてワクチン未接種の高齢
サラブレッド種1例で発生した。
　ゲタウイルス感染症が日本の競走馬トレーニン

グ・センターで発生した。22例の馬に認められ、そ
のうち予防接種を受けていたウマ（訳注： 正確に
は、当該年のワクチン接種プログラムが完了して
いたウマ）は50%強だった。
　ロドコッカス関連疾患が米国で、44件以上確認
された。米国では全国的にCorynebac te r ium 
pseudotuberculosis感染症の発生率の増加および
地理的分布の拡大が報告された。

＊オーストラリアは第2四半期報告書より
 
ポリメラーゼ連鎖反応分析の結果を正しく解釈す
るために
　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分析は、獣医学分
野において病原体の検出のために一般的に用いら
れている。この検査法は、コストパフォーマンスに
優れ、迅速に検査結果が得られること、さらに培養
できない病原体を検出できるなどの理由によって
広く普及した。新しいPCR法が開発、実施されてお
り、結果を正しく解釈することの重要性は今後も
変わらないであろう。PCR技術と検査対象微生物
について熟知することは、結果を正しく解釈する
ために不可欠である。
　デオキシリボ核酸（DNA）などの核酸は、細胞の
機能発現に必須である蛋白質を合成するための鋳
型となる遺伝物質である。核酸の塩基配列は個々
の微生物に特有であり、特定の微生物を識別する
ための、遺伝子指紋（genetic fingerprint）として用
いることができる。
　PCRは、短い核酸の断片を増幅するために用い
られる複雑な手法である。要約すると、まず核酸を
検体から抽出する；様々な試薬と混和する；そし
て、サーモサイクラー（訳注：核酸合成反応の温度
制御を行う機器）により核酸を増幅する。ターゲッ
トとなる核酸が存在すれば、数千から数十億もの
DNAのコピーを合成することができる。合成、増幅
されたDNAはゲル電気泳動あるいはリアルタイム
法によって検出できる。検査の都度、適切な陽性お
よび陰性コントロールを置くことにより、どちら
の方法でも検体が陽性か陰性であるかの判定が可
能である。ゲル電気泳動はリアルタイム法のよう
に結果が定量的ではなく、陽性あるいは陰性いず

れかと判定される。
　リアルタイム法では、蛍光標識プローブを用い
ることにより、増幅されているDNAをリアルタイ
ムで検出し、コンピュータ画面に表示する。増幅さ
れた核酸のコピー数が、統計学的に決定された閾
値であるCT値に達すると、有意な増幅が認めら
れ、核酸が検出されたと判定される。CT値は、核酸
量が閾値に達するまでに増幅された回数を示し、
元の検体に含まれていた核酸量を定量化すること
ができる。CT値が低いほど、検査対象となる核酸
（微生物数）が、元の検体に多く存在していたこと
を示す。PCR分析法は完璧な方法ではなく、検査結
果は誤って判読されることがある。PCR法は、感度
（陽性を誤って陰性としない）および特異性（陰性
を誤って陽性としない）が高い分析方法である。全
ての検査で同じ試薬を使用するわけではなく、ま
た同じ核酸断片を増幅するわけでもないため、あ
る特定の病原体に対する感度と特異性は、検査の
都度および検査機関により異なることがある。
　いくつかの理由によって、陰性検体が誤って陽
性として報告されることがある。検体が汚染され
ていた可能性、近縁の微生物が類似した遺伝子を
有する可能性、また死滅した微生物から核酸が検
出される可能性がある。同様に、検体中に阻害因子
が存在する場合、検体採取が適切ではない場合（例
えば、ヘルペスウイルスを検査する際に、鼻腔スワ
ブを鼻腔浅部あるいは深部から採取するのでは異
なる）や、検体採取のタイミングが適切ではない場
合（例えば、ウイルス排出のピーク後、あるいは抗
生物質投与後）に、陽性検体が誤って陰性と報告さ
れることがある。これらの潜在的な問題を踏まえ、
PCRの結果は臨床症状と併せて判読されるべきで
ある。
　PCR法は核酸を検出するものであり、疾病を検
出するわけではない。検査対象の病原体の疫学的
知見、臨床症状および／または病原体によって引
き起こされる病態、およびワクチン接種歴は、検査
結果を正しく判読するために重要である。ある病
原体は、普通に環境中から検出され、あるいは臨床
症状を示していないキャリアから検出される可能
性がある。こうしたことから、臨床症状を示さない
動物から病原体が検出された場合、その検査結果

については注意深く解釈する必要がある。さらに、
弱毒生ワクチンが最近接種された場合にも、ワク
チンがPCR法による陽性の原因となることがある
ため、結果の判読は慎重にしなければならない。
　結論として、PCR法は、病原体の同定に非常に有
用な方法である。しかしながら方法、技術、検体そ
れぞれに差異があること、症状がない場合の病原
体検出およびワクチンの影響などを考慮し、検査
結果は慎重に判読すべきである。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan,
alan.loynachan@uky.edu, 
(859) 257-8283
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
Heaves、COPD、RAOあるいは単なる喘息か？
　Heavesあるいはbroken windという用語は、安
静時における努力性呼吸や慢性的な発咳を呈する
成馬から老齢馬のアレルギー性呼吸器疾患を表す
ために何十年もの間用いられている。40年以上前
にドイツ人獣医師であるH.Sasseは、ウマのheaves
を説明するために、症状が類似するヒトのCOPD
（慢性閉塞性肺疾患：chron i c  o b s t r u c t i v e  
pulmonary disease）という用語を用いた。しかし
ながら、ヒトとウマの呼吸器疾患に関する知識が
深まり、現在ではウマのheaves は、COPDよりもむ
しろ喘息に類似しているということが明らかに
なっている。獣医師や科学者は、「回帰性気道閉塞
（recurrent airway obstruction: RAO）」という用語
を用いることを好む。回帰性という言葉は、一旦ウ
マが牧草地に放牧されると症状が良化し、また馬
房に戻すと元に戻るという状態を示す。ウマの喘
息は、厩舎に普通に存在する埃の粒子の吸入後の
気道の過敏性状態を表すのに用いられる。そのよ
うな暴露は、通常カビだらけの乾草を与えた結果
おこる。しかし、夏季の放牧中に、草に生えたカビ
や花粉に反応して同様の症状を示すウマもいる。
　牧草地での乾草俵の給餌は、ウマの喘息の誘因
となりやすく、しばしばより重度な疾患に関連す

る。カビは、カビ臭い干草に特に多量に含まれるの
は当然であるが、同類のカビが良質な干草にも少
量ではあるものの含まれているということに注意
することは重要である。ウォームブラッド種や
リッピッツァナー種などいくつかの品種で、遺伝
的素因が認められてきた。
　治療の目的は、埃への暴露を避け、肺の刺激を抑
制することである。埃を避ける最も効果的な方法
は、喘息のウマを一日中屋外で飼育し、乾草を給餌
しないことである。乾草や牧草の最適な代替品は、
完全なペレット飼料あるいはヘイキューブであ
る。ウマを厩舎で飼養する必要がある場合は、埃の
少ない飼料や敷料を用いることが重要である。乾
草に水を散布したり、蒸気に当てたりすることは、
埃を減らすのに有用であるが、非常に敏感な喘息
のウマにはそれでもなお症状を示すものがいるか
もしれない。喘息のウマのほとんどは、乾草を給餌
せず牧草地で飼養すると1～2週程で症状が改善
するが、舎飼いの場合は、埃を減らした効果が現れ
るのに1～2ヶ月かかる。埃を減らしても、部分的
にしか症状が改善しないウマには、さらに薬物治
療を行うべきである。
　コルチコステロイド剤や気管支拡張剤による治
療は、肺への刺激を減らし、回復を早めるのに有効
である。経口薬あるいは注射薬は、大抵吸入薬より
も安価である。しかしながら、経口薬あるいは注射
薬を用いた治療は、副作用を伴う可能性がある。気
管支拡張剤として一般的に用いられるアルブテ
ロールは、ウマにおいて経口投与では吸収されな
いが、吸入投与した場合、効果は非常に短いものの
（1時間程度）、効果的である。喘息のウマに抗ヒス
タミン剤が有効な場合もあるが、大抵のウマは最
終的に治療に対して反応しなくなる。最近我々は、
オメガ3脂肪酸を豊富に含むサプリメントを与え
ることで、2～4週間以内に喘息のウマの呼吸は改
善され、発咳が抑制されたことを示した。
　ウマは、大地を自由に歩き回る草食動物として
進化したことを忘れてはならない。農作業に従事
させてきた現代のウマの利用法は、ウマの呼吸器
の健康には理想的ではない。特に喘息のウマは、か
つての環境に戻してやることで大いに回復する。

連絡先：
Dr. Laurent L. Couetil, 
(765) 494-8548, 
couetil@purdue.edu 
Director, Equine Research Programs 
Purdue University College of Veterinary Medicine 
West Lafayette, Indiana
 
ウォブラー症候群の展望
　一般的にウォブラー症候群として知られている
頚椎狭窄症（cervical stenotic myelopathy：CSM）
は、頚椎の奇形を特徴とする神経疾患である。奇形
のために頚部脊柱管の狭窄がおこり脊髄が圧迫さ
れる。脊髄圧迫は、臨床的には神経症状として発現
し、一般的に前肢より後肢で重度となる。ウマの障
害の重篤度により、倫理上あるいはウマとヒト双
方の安全上の理由により安楽殺されることが多
い 。
　ウマのCSMは、栄養の過剰摂取、成長率の増加、
亜鉛と銅濃度の変化など多因子が関与すると考え
られている疾病であり、発症には遺伝的要因も関
与している。これらの要因はすべて、何らかの関与
が知られているかあるいは疑われているが、発症
にいたる正確な機序の詳細については依然として
不明である。
　現在、性別、品種および年齢がこの深刻な疾患に
大いに関わっていることがよく知られている。牡
馬は牝馬に比較して罹患しやすい。サラブレッド
種、アメリカンサドルブレッド種、ウォームブラッ
ド種ならびにテネシーウォーキングホース種では
本症を認めることが多い。様々な研究によって
CSMの平均発症年齢は2歳以下ということが分
かっており、CSMは発育性骨疾患として分類され
る。
　CSMの正確な臨床診断のための評価方法および
解析手法が長年かけて発展してきた。すべての臨
床的な精密検査は、まず運動失調の兆候を調べる
詳細な神経学的検査から始まる。続いて、頚部のX
線検査を行う。各椎間部の解剖学的計測によって
求められた標準比率から、推定される脊椎管の狭
窄部位を特定する。実際の脊髄の圧迫部位の視覚
化には脊髄造影が用いられる。

　いったんCSMと診断されたら、管理法と治療法
にいくつかの選択肢がある。より消極的なアプ
ローチは、食餌の改善と抗炎症治療が主体であり、
成長率を抑え、非骨組織の腫脹を減少させること
により、脊髄の圧迫を減少させるために椎骨の再
形成を促す。より積極的なアプローチとしては、外
科的に頚椎を癒合させることによって脊髄圧迫を
軽減する方法がとられる。
　ウォブラー症候群について、多くのことが解明
されたといえども、未だに重要な問題が残ってい
る。グルック馬研究センター（ケンタッキー大学）
で最近、CSMに焦点をあてた研究が実施された。磁
気共鳴画像診断（MRI）やコンピュータ断層撮影
（CT）などの画像診断法の進歩により、頚部全体に
おける病変の描出が可能になった。複数の角度か
ら得られる高解像度画像や、頚椎、脊髄および周囲
の軟部組織を視覚化できることは、CSMの病理を
研究し、理解するための非常に大きな情報となっ
ている。複数の画像診断法によって得られたデー
タ、臨床データの集積および詳細な剖検所見は
CSMの研究に新たな洞察を与える。現在、CTおよ
びMRIは研究レベルで使用されているが、ウマの
大きさに合わせた装置が開発されれば、将来は臨
床診断に用いることが可能となるだろう。
　遺伝的要因が果たす役割は、長年の疑問である。
ゲノムテクノロジーが急速に発展したことによ
り、CSM発症のしやすさに寄与する可能性のある
遺伝子を同定するためのウマゲノム研究が、現在
行われている。この研究分野はエキサイティング
であり、交配の決定や潜在的に発症しやすいウマ
の管理に大きな影響を与えるであろう。

連絡先：
Dr. Jennifer Janes, 
Jennifer.janes@uky.edu 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
診断用検体提出のガイドライン 
　検査室における検査は提出された検体の質に左
右される。最も信頼でき、かつ正確な結果を得るた
めには、検体を適切に採取、保管し、正確な記録と

ともに適切に輸送しなければならない。検査の対
象として検査室に提出される検体は、血清、全血、
糞便、尿、スワブ、洗浄液、組織検体、バイオプシー
検体、飼料、飼い葉、水および動物体そのものなど
がある。以下のガイドラインは、診断用に提出され
た検体から最大限の情報を得るためものである。
血清は、抗体検出あるいは抗体の力価測定検査に
用いられる。血清を採取する場合は、血液を凝固さ
せた後、血清を別の清浄なチューブに移す。血清が
長時間凝固血に接していた場合、赤血球の破壊あ
るいは溶血が生じることがある。溶血は、多くの検
査法の阻害要因となる。ゲルを含む血清分離用採
血管は、血清と赤血球の遠心法による分離を容易
にするが、輸送には適していない。
　血漿あるいは全血は、通常、血球計算、ウイルス
分離、PCR 法などの検査に用いられる。これらの検
査では、血液を凝固させないために適切な抗凝固
剤を含んだ採血管を用いて血液を採取し、速やか
に5～6 回穏やかに転倒混和させる。
　検体は、バイオセキュリティガイドラインに従
い、蓋付きの清潔で密閉され漏れない容器に封入
後、適切な表示を貼付して送付しなければならな
い。直腸検査用手袋は、一見完全で便利な容器（特
に糞便検体のため）に見えるが、検体送付に用いる
べきではない。
　車のダッシュボードまたはコンソールでの検体
の保管は適切ではない。ほとんどの検体は冷蔵保
管する必要がある。ホルマリン浸漬組織は冷蔵保
管する必要はないが、必ず密封容器に保管されな
くてはならない。ホルマリンは危険物質であるた
め、漏出した際は、輸送会社または検査機関から重
大な罰金を課せられる可能性がある。ほとんどの

生物検体は、クール便を利用して翌日に配達され
ることが推奨される。検体あるいは容器が輸送中
につぶされないように、検体は頑丈で防護された
容器に入れて送付するべきである。内部に緩衝材
を入れた封筒で血液チューブを輸送することは適
切ではない。
　適切な書類は重要であり、まず検体へのラベリ
ングから始まる。検体には最低でも、動物名／ID番
号、内容物および日付を記すべきである。提出用紙
は可能な限り完全に記入する必要がある。採取日
は、ルーチン検査のために重要かつ不可欠である。
一般的に履歴は詳細なほど良い。検査結果やその
解釈に影響を与えるため、必ず抗生剤の治療歴や
直近のワクチン接種履歴等について記載を忘れて
はならない。
　剖検用に動物体を送付する場合、暖かい気候時
には腐敗が進みやすいということに留意するべき
である。動物を神経学的検査に提出する場合や狂
犬病の疑いがある場合、脳を傷つけてはならない。
検査対象動物の頭部に、銃弾や鈍器による損傷を
与えてはならない。
　最後に、貴重な時間と費用を無駄にしないため
にも、疑問がある場合には事前に検査機関に連絡
を入れるべきである。

連絡先：
Dr. Deborah Maples,
(859) 257-8283, 
deborah.maples@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　私達は、レコードやテープで音楽を聞くことは
なくなった。私達が文章を書く際には、何らかの
ワードプロセッサを使って「キーボードで入力」す
る。私達の生活は、技術の進歩に伴って大きく変化
してきた。従って、生物学の分野においても同等あ
るいはより大きな変化が起きているということ
は、驚くべきことではない。
　2000年より以前に、ウマに対して獣医遺伝学が
最も大きく貢献したことは、新生子馬の溶血性疾
患（新生子同種溶血）の原因解明および親子鑑別の
二つである。その他の点では、遺伝の原理は、単に
遺伝性疾患を理解する上での基礎を提供するのみ
であった。実用的な見地からみると、遺伝学はブ
ラックボックスであった。
　ヒトゲノムプロジェクトがそれを変えた。
　30億ドルのプロジェクトは、ウマやその他の動
物のゲノム塩基配列の解読を安価に実施する方法
や手段の発明をもたらした。ウマのゲノム塩基配
列は2006年に完全に解読され（訳注：ウマのゲノ
ムプロジェクトにはJRA競走馬総合研究所および
競走馬理化学研究所も参加した）、数多くの遺伝性
疾患、走行の特性および毛色に関する遺伝学的基
礎の解明に日常的に用いられている。
　しかしながら、分子遺伝学は遺伝性疾患だけに
限られたことではない。今日までに、全ての産業動
物のDNA塩基配列が解読されてきた。筋肉生物学、
繁殖学、伝染病学、免疫学および薬理学を研究して
いる科学者達は、治療のターゲットおよび治療に
対する反応を研究するために、日常的にDNA塩基
配列を用いる。さらに、ゲノム塩基配列の解明は研
究に対して経済的な恩恵をもたらす。ウマを研究
している科学者達は、以前は遺伝子のクローニン
グおよび塩基配列の解読に数ヶ月もの時間と数万
ドルもの費用を要した。現在では大学学部生が、い

かなる遺伝子の塩基配列も同定できるようになっ
た。要する時間はコンピュータでたったの15分、
しかも無料である 。
　あいにく、ウマゲノム塩基配列は、それだけでは
多くの重要な謎に対処するには不十分である。し
かしそれは、新たな手法のための重要な根幹であ
る。我々は、遺伝子発現の研究の基礎としてウマゲ
ノム塩基配列を使用することができる。ウマにワ
クチンを接種した際、ウマが特定の飼料を採取し
た際、あるいはウマが感染症に罹患した際にどの
ような現象が連続して起きているのかを、我々は
評価することができる。これらはいずれも遺伝子
の発現を変化させる。もし異なる反応の結果とし
て個々の組織で発現する遺伝子群を特定できるの
であれば、治療法開発のための強力な手段を持つ
ことができるであろう。これは、複雑な代謝性疾患
やさまざまな感染症に対する防御免疫応答の困難
さを理解する一助となる情報である。科学者達は
すでにこの情報を特定しようと試みているが、課
題の大きさやデータの不足が合わさり、実際的な
進歩を妨げている。
　ウマの遺伝子発現情報には、集中して管理する
保管庫（central repository）が必要である。米国農
務省は、農業分野で重要な全ての動物種に対して、
これらのリソース開発に協力して取り組むよう科
学者達に促している。ENCODE（Encyclopedia of 
DNA Elements）は、ヒトの医学研究のために開発
された同様のリソースである。そのため、動物用の
取 り 組 み は A G - E N C O D E（ A n i m a l  
Genome-ENCODE）と呼ばれてきた。この取り組み
がウマの獣医学に役立つ可能性は大いにある。私
達は、特定の問題を解決するためには出資するが、
研究基盤の開発に対してはあまり出資しない傾向
がある。開発中のウマ用ENCODEは、ある特定の質
問に対する答えとはならないかもしれないが、多

くの問題を解決するための要となるであろう。

連絡先：
Dr. Ernie Bailey, 
(859) 218-1105, 
ebailey@email.uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2014年第3四半期*
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎が引き続き米国で確認され、365施
設において診断された。内訳は、コロラド州310施
設およびテキサス州55施設であった。全てニュー
ジャージー株によるものであった。365施設のう
ち、350施設はウマ用、13施設はウシ用、残り2施
設はウマ、ウシ共用施設だった。コロラド州では、
ウイルス感染馬が約430頭、テキサス州では78頭
報告された。
　腺疫がフランス（12施設）、ドイツ（4施設）、スイ
ス（1施設）および米国（27施設）で発生した。米国
では、14州で59例が診断された。その他の国では、
発生は単発的だった。
　馬インフルエンザがアイルランド、イギリスお
よび米国で発生した。アイルランドでは、2つの郡
でワクチン未接種のサラブレッド種において診断
された。イギリスでは8件発生し、そのほとんど
は、ワクチン未接種のウマおよびポニーでの散発
的な発生だった。米国ではオハイオ州で2件、ケン
タッキー州で1件発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-4に起因する呼吸器疾患が、フランス(3
件)、ドイツ（9例）、アイルランド（2施設で9例）、イ
ギリス（9施設で単発）で発生した。EHV-1による流
産が、アルゼンチン（5件）およびドイツ（1例）で発
生した。フランスでは、サラブレッド種の牝馬で

EHV-4による流産が1例報告された。EHV-1に関連
した神経疾患が、フランス、スイスおよびイギリス
でそれぞれ1例報告された。
　EHV-2および-5（EHV-2、-5）感染症が米国で少数
報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発生
した。カナダでは、サスカチュワン州の8施設で20
例発生し、そのうちのいくつかの施設では過去数
年の間にも発生報告があった。米国では、カリフォ
ルニア州で20例以上の競走馬（クォーターホース
種）で発生が報告され、その大部分は違法に輸入さ
れ未認可の競走に出走していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス、スペイン、スイス
およびUAEで発生したが、いずれも風土病となっ
ている。米国では、ピロプラズマ病とEIAの混合感
染がカリフォルニア州で11例発生し、その後テキ
サス州とフロリダ州のハイリスク群、特に未認可
の競走に出走するクォーターホース種に感染が拡
大した。
　馬伝染性子宮炎がドイツで非サラブレッド種の
種牡馬3例および牝馬1例に発生した。
　Salmonella Abortusequi（馬パラチフス菌）感染
がシンガポールの1施設で、非サラブレッド種５
例で報告された。罹患馬は国際的なパフォーマン
ス馬であった。
　血清型B群サルモネラによるサルモネラ症が米
国で発生した。発生数は特定できなかった。
　ロタウイルス感染症の散発例がフランスで報告
された。スイスでは馬単球性エールリヒア症が1
例発生した。
　2014年第3四半期に、米国で東部馬脳炎が合計
114例確認された。16州で発生し、その多くはフロ
リダ州（58例）で確認された。
　ウエストナイル脳炎が、イタリア（系統2のウイ
ルス株による2例）、トルコ（1例）および米国（32州
で66例）で発生した。大部分の陽性馬はカリフォ
ルニア州、ミズーリ州、オクラホマ州およびテキサ
ス州で認められた。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州においてワクチン未接種の高齢
サラブレッド種1例で発生した。
　ゲタウイルス感染症が日本の競走馬トレーニン

グ・センターで発生した。22例の馬に認められ、そ
のうち予防接種を受けていたウマ（訳注： 正確に
は、当該年のワクチン接種プログラムが完了して
いたウマ）は50%強だった。
　ロドコッカス関連疾患が米国で、44件以上確認
された。米国では全国的にCorynebac te r ium 
pseudotuberculosis感染症の発生率の増加および
地理的分布の拡大が報告された。

＊オーストラリアは第2四半期報告書より
 
ポリメラーゼ連鎖反応分析の結果を正しく解釈す
るために
　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分析は、獣医学分
野において病原体の検出のために一般的に用いら
れている。この検査法は、コストパフォーマンスに
優れ、迅速に検査結果が得られること、さらに培養
できない病原体を検出できるなどの理由によって
広く普及した。新しいPCR法が開発、実施されてお
り、結果を正しく解釈することの重要性は今後も
変わらないであろう。PCR技術と検査対象微生物
について熟知することは、結果を正しく解釈する
ために不可欠である。
　デオキシリボ核酸（DNA）などの核酸は、細胞の
機能発現に必須である蛋白質を合成するための鋳
型となる遺伝物質である。核酸の塩基配列は個々
の微生物に特有であり、特定の微生物を識別する
ための、遺伝子指紋（genetic fingerprint）として用
いることができる。
　PCRは、短い核酸の断片を増幅するために用い
られる複雑な手法である。要約すると、まず核酸を
検体から抽出する；様々な試薬と混和する；そし
て、サーモサイクラー（訳注：核酸合成反応の温度
制御を行う機器）により核酸を増幅する。ターゲッ
トとなる核酸が存在すれば、数千から数十億もの
DNAのコピーを合成することができる。合成、増幅
されたDNAはゲル電気泳動あるいはリアルタイム
法によって検出できる。検査の都度、適切な陽性お
よび陰性コントロールを置くことにより、どちら
の方法でも検体が陽性か陰性であるかの判定が可
能である。ゲル電気泳動はリアルタイム法のよう
に結果が定量的ではなく、陽性あるいは陰性いず

れかと判定される。
　リアルタイム法では、蛍光標識プローブを用い
ることにより、増幅されているDNAをリアルタイ
ムで検出し、コンピュータ画面に表示する。増幅さ
れた核酸のコピー数が、統計学的に決定された閾
値であるCT値に達すると、有意な増幅が認めら
れ、核酸が検出されたと判定される。CT値は、核酸
量が閾値に達するまでに増幅された回数を示し、
元の検体に含まれていた核酸量を定量化すること
ができる。CT値が低いほど、検査対象となる核酸
（微生物数）が、元の検体に多く存在していたこと
を示す。PCR分析法は完璧な方法ではなく、検査結
果は誤って判読されることがある。PCR法は、感度
（陽性を誤って陰性としない）および特異性（陰性
を誤って陽性としない）が高い分析方法である。全
ての検査で同じ試薬を使用するわけではなく、ま
た同じ核酸断片を増幅するわけでもないため、あ
る特定の病原体に対する感度と特異性は、検査の
都度および検査機関により異なることがある。
　いくつかの理由によって、陰性検体が誤って陽
性として報告されることがある。検体が汚染され
ていた可能性、近縁の微生物が類似した遺伝子を
有する可能性、また死滅した微生物から核酸が検
出される可能性がある。同様に、検体中に阻害因子
が存在する場合、検体採取が適切ではない場合（例
えば、ヘルペスウイルスを検査する際に、鼻腔スワ
ブを鼻腔浅部あるいは深部から採取するのでは異
なる）や、検体採取のタイミングが適切ではない場
合（例えば、ウイルス排出のピーク後、あるいは抗
生物質投与後）に、陽性検体が誤って陰性と報告さ
れることがある。これらの潜在的な問題を踏まえ、
PCRの結果は臨床症状と併せて判読されるべきで
ある。
　PCR法は核酸を検出するものであり、疾病を検
出するわけではない。検査対象の病原体の疫学的
知見、臨床症状および／または病原体によって引
き起こされる病態、およびワクチン接種歴は、検査
結果を正しく判読するために重要である。ある病
原体は、普通に環境中から検出され、あるいは臨床
症状を示していないキャリアから検出される可能
性がある。こうしたことから、臨床症状を示さない
動物から病原体が検出された場合、その検査結果

については注意深く解釈する必要がある。さらに、
弱毒生ワクチンが最近接種された場合にも、ワク
チンがPCR法による陽性の原因となることがある
ため、結果の判読は慎重にしなければならない。
　結論として、PCR法は、病原体の同定に非常に有
用な方法である。しかしながら方法、技術、検体そ
れぞれに差異があること、症状がない場合の病原
体検出およびワクチンの影響などを考慮し、検査
結果は慎重に判読すべきである。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan,
alan.loynachan@uky.edu, 
(859) 257-8283
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
Heaves、COPD、RAOあるいは単なる喘息か？
　Heavesあるいはbroken windという用語は、安
静時における努力性呼吸や慢性的な発咳を呈する
成馬から老齢馬のアレルギー性呼吸器疾患を表す
ために何十年もの間用いられている。40年以上前
にドイツ人獣医師であるH.Sasseは、ウマのheaves
を説明するために、症状が類似するヒトのCOPD
（慢性閉塞性肺疾患：chron i c  o b s t r u c t i v e  
pulmonary disease）という用語を用いた。しかし
ながら、ヒトとウマの呼吸器疾患に関する知識が
深まり、現在ではウマのheaves は、COPDよりもむ
しろ喘息に類似しているということが明らかに
なっている。獣医師や科学者は、「回帰性気道閉塞
（recurrent airway obstruction: RAO）」という用語
を用いることを好む。回帰性という言葉は、一旦ウ
マが牧草地に放牧されると症状が良化し、また馬
房に戻すと元に戻るという状態を示す。ウマの喘
息は、厩舎に普通に存在する埃の粒子の吸入後の
気道の過敏性状態を表すのに用いられる。そのよ
うな暴露は、通常カビだらけの乾草を与えた結果
おこる。しかし、夏季の放牧中に、草に生えたカビ
や花粉に反応して同様の症状を示すウマもいる。
　牧草地での乾草俵の給餌は、ウマの喘息の誘因
となりやすく、しばしばより重度な疾患に関連す

る。カビは、カビ臭い干草に特に多量に含まれるの
は当然であるが、同類のカビが良質な干草にも少
量ではあるものの含まれているということに注意
することは重要である。ウォームブラッド種や
リッピッツァナー種などいくつかの品種で、遺伝
的素因が認められてきた。
　治療の目的は、埃への暴露を避け、肺の刺激を抑
制することである。埃を避ける最も効果的な方法
は、喘息のウマを一日中屋外で飼育し、乾草を給餌
しないことである。乾草や牧草の最適な代替品は、
完全なペレット飼料あるいはヘイキューブであ
る。ウマを厩舎で飼養する必要がある場合は、埃の
少ない飼料や敷料を用いることが重要である。乾
草に水を散布したり、蒸気に当てたりすることは、
埃を減らすのに有用であるが、非常に敏感な喘息
のウマにはそれでもなお症状を示すものがいるか
もしれない。喘息のウマのほとんどは、乾草を給餌
せず牧草地で飼養すると1～2週程で症状が改善
するが、舎飼いの場合は、埃を減らした効果が現れ
るのに1～2ヶ月かかる。埃を減らしても、部分的
にしか症状が改善しないウマには、さらに薬物治
療を行うべきである。
　コルチコステロイド剤や気管支拡張剤による治
療は、肺への刺激を減らし、回復を早めるのに有効
である。経口薬あるいは注射薬は、大抵吸入薬より
も安価である。しかしながら、経口薬あるいは注射
薬を用いた治療は、副作用を伴う可能性がある。気
管支拡張剤として一般的に用いられるアルブテ
ロールは、ウマにおいて経口投与では吸収されな
いが、吸入投与した場合、効果は非常に短いものの
（1時間程度）、効果的である。喘息のウマに抗ヒス
タミン剤が有効な場合もあるが、大抵のウマは最
終的に治療に対して反応しなくなる。最近我々は、
オメガ3脂肪酸を豊富に含むサプリメントを与え
ることで、2～4週間以内に喘息のウマの呼吸は改
善され、発咳が抑制されたことを示した。
　ウマは、大地を自由に歩き回る草食動物として
進化したことを忘れてはならない。農作業に従事
させてきた現代のウマの利用法は、ウマの呼吸器
の健康には理想的ではない。特に喘息のウマは、か
つての環境に戻してやることで大いに回復する。

連絡先：
Dr. Laurent L. Couetil, 
(765) 494-8548, 
couetil@purdue.edu 
Director, Equine Research Programs 
Purdue University College of Veterinary Medicine 
West Lafayette, Indiana
 
ウォブラー症候群の展望
　一般的にウォブラー症候群として知られている
頚椎狭窄症（cervical stenotic myelopathy：CSM）
は、頚椎の奇形を特徴とする神経疾患である。奇形
のために頚部脊柱管の狭窄がおこり脊髄が圧迫さ
れる。脊髄圧迫は、臨床的には神経症状として発現
し、一般的に前肢より後肢で重度となる。ウマの障
害の重篤度により、倫理上あるいはウマとヒト双
方の安全上の理由により安楽殺されることが多
い 。
　ウマのCSMは、栄養の過剰摂取、成長率の増加、
亜鉛と銅濃度の変化など多因子が関与すると考え
られている疾病であり、発症には遺伝的要因も関
与している。これらの要因はすべて、何らかの関与
が知られているかあるいは疑われているが、発症
にいたる正確な機序の詳細については依然として
不明である。
　現在、性別、品種および年齢がこの深刻な疾患に
大いに関わっていることがよく知られている。牡
馬は牝馬に比較して罹患しやすい。サラブレッド
種、アメリカンサドルブレッド種、ウォームブラッ
ド種ならびにテネシーウォーキングホース種では
本症を認めることが多い。様々な研究によって
CSMの平均発症年齢は2歳以下ということが分
かっており、CSMは発育性骨疾患として分類され
る。
　CSMの正確な臨床診断のための評価方法および
解析手法が長年かけて発展してきた。すべての臨
床的な精密検査は、まず運動失調の兆候を調べる
詳細な神経学的検査から始まる。続いて、頚部のX
線検査を行う。各椎間部の解剖学的計測によって
求められた標準比率から、推定される脊椎管の狭
窄部位を特定する。実際の脊髄の圧迫部位の視覚
化には脊髄造影が用いられる。

　いったんCSMと診断されたら、管理法と治療法
にいくつかの選択肢がある。より消極的なアプ
ローチは、食餌の改善と抗炎症治療が主体であり、
成長率を抑え、非骨組織の腫脹を減少させること
により、脊髄の圧迫を減少させるために椎骨の再
形成を促す。より積極的なアプローチとしては、外
科的に頚椎を癒合させることによって脊髄圧迫を
軽減する方法がとられる。
　ウォブラー症候群について、多くのことが解明
されたといえども、未だに重要な問題が残ってい
る。グルック馬研究センター（ケンタッキー大学）
で最近、CSMに焦点をあてた研究が実施された。磁
気共鳴画像診断（MRI）やコンピュータ断層撮影
（CT）などの画像診断法の進歩により、頚部全体に
おける病変の描出が可能になった。複数の角度か
ら得られる高解像度画像や、頚椎、脊髄および周囲
の軟部組織を視覚化できることは、CSMの病理を
研究し、理解するための非常に大きな情報となっ
ている。複数の画像診断法によって得られたデー
タ、臨床データの集積および詳細な剖検所見は
CSMの研究に新たな洞察を与える。現在、CTおよ
びMRIは研究レベルで使用されているが、ウマの
大きさに合わせた装置が開発されれば、将来は臨
床診断に用いることが可能となるだろう。
　遺伝的要因が果たす役割は、長年の疑問である。
ゲノムテクノロジーが急速に発展したことによ
り、CSM発症のしやすさに寄与する可能性のある
遺伝子を同定するためのウマゲノム研究が、現在
行われている。この研究分野はエキサイティング
であり、交配の決定や潜在的に発症しやすいウマ
の管理に大きな影響を与えるであろう。

連絡先：
Dr. Jennifer Janes, 
Jennifer.janes@uky.edu 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
診断用検体提出のガイドライン 
　検査室における検査は提出された検体の質に左
右される。最も信頼でき、かつ正確な結果を得るた
めには、検体を適切に採取、保管し、正確な記録と

ともに適切に輸送しなければならない。検査の対
象として検査室に提出される検体は、血清、全血、
糞便、尿、スワブ、洗浄液、組織検体、バイオプシー
検体、飼料、飼い葉、水および動物体そのものなど
がある。以下のガイドラインは、診断用に提出され
た検体から最大限の情報を得るためものである。
血清は、抗体検出あるいは抗体の力価測定検査に
用いられる。血清を採取する場合は、血液を凝固さ
せた後、血清を別の清浄なチューブに移す。血清が
長時間凝固血に接していた場合、赤血球の破壊あ
るいは溶血が生じることがある。溶血は、多くの検
査法の阻害要因となる。ゲルを含む血清分離用採
血管は、血清と赤血球の遠心法による分離を容易
にするが、輸送には適していない。
　血漿あるいは全血は、通常、血球計算、ウイルス
分離、PCR 法などの検査に用いられる。これらの検
査では、血液を凝固させないために適切な抗凝固
剤を含んだ採血管を用いて血液を採取し、速やか
に5～6 回穏やかに転倒混和させる。
　検体は、バイオセキュリティガイドラインに従
い、蓋付きの清潔で密閉され漏れない容器に封入
後、適切な表示を貼付して送付しなければならな
い。直腸検査用手袋は、一見完全で便利な容器（特
に糞便検体のため）に見えるが、検体送付に用いる
べきではない。
　車のダッシュボードまたはコンソールでの検体
の保管は適切ではない。ほとんどの検体は冷蔵保
管する必要がある。ホルマリン浸漬組織は冷蔵保
管する必要はないが、必ず密封容器に保管されな
くてはならない。ホルマリンは危険物質であるた
め、漏出した際は、輸送会社または検査機関から重
大な罰金を課せられる可能性がある。ほとんどの

生物検体は、クール便を利用して翌日に配達され
ることが推奨される。検体あるいは容器が輸送中
につぶされないように、検体は頑丈で防護された
容器に入れて送付するべきである。内部に緩衝材
を入れた封筒で血液チューブを輸送することは適
切ではない。
　適切な書類は重要であり、まず検体へのラベリ
ングから始まる。検体には最低でも、動物名／ID番
号、内容物および日付を記すべきである。提出用紙
は可能な限り完全に記入する必要がある。採取日
は、ルーチン検査のために重要かつ不可欠である。
一般的に履歴は詳細なほど良い。検査結果やその
解釈に影響を与えるため、必ず抗生剤の治療歴や
直近のワクチン接種履歴等について記載を忘れて
はならない。
　剖検用に動物体を送付する場合、暖かい気候時
には腐敗が進みやすいということに留意するべき
である。動物を神経学的検査に提出する場合や狂
犬病の疑いがある場合、脳を傷つけてはならない。
検査対象動物の頭部に、銃弾や鈍器による損傷を
与えてはならない。
　最後に、貴重な時間と費用を無駄にしないため
にも、疑問がある場合には事前に検査機関に連絡
を入れるべきである。

連絡先：
Dr. Deborah Maples,
(859) 257-8283, 
deborah.maples@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　私達は、レコードやテープで音楽を聞くことは
なくなった。私達が文章を書く際には、何らかの
ワードプロセッサを使って「キーボードで入力」す
る。私達の生活は、技術の進歩に伴って大きく変化
してきた。従って、生物学の分野においても同等あ
るいはより大きな変化が起きているということ
は、驚くべきことではない。
　2000年より以前に、ウマに対して獣医遺伝学が
最も大きく貢献したことは、新生子馬の溶血性疾
患（新生子同種溶血）の原因解明および親子鑑別の
二つである。その他の点では、遺伝の原理は、単に
遺伝性疾患を理解する上での基礎を提供するのみ
であった。実用的な見地からみると、遺伝学はブ
ラックボックスであった。
　ヒトゲノムプロジェクトがそれを変えた。
　30億ドルのプロジェクトは、ウマやその他の動
物のゲノム塩基配列の解読を安価に実施する方法
や手段の発明をもたらした。ウマのゲノム塩基配
列は2006年に完全に解読され（訳注：ウマのゲノ
ムプロジェクトにはJRA競走馬総合研究所および
競走馬理化学研究所も参加した）、数多くの遺伝性
疾患、走行の特性および毛色に関する遺伝学的基
礎の解明に日常的に用いられている。
　しかしながら、分子遺伝学は遺伝性疾患だけに
限られたことではない。今日までに、全ての産業動
物のDNA塩基配列が解読されてきた。筋肉生物学、
繁殖学、伝染病学、免疫学および薬理学を研究して
いる科学者達は、治療のターゲットおよび治療に
対する反応を研究するために、日常的にDNA塩基
配列を用いる。さらに、ゲノム塩基配列の解明は研
究に対して経済的な恩恵をもたらす。ウマを研究
している科学者達は、以前は遺伝子のクローニン
グおよび塩基配列の解読に数ヶ月もの時間と数万
ドルもの費用を要した。現在では大学学部生が、い

かなる遺伝子の塩基配列も同定できるようになっ
た。要する時間はコンピュータでたったの15分、
しかも無料である 。
　あいにく、ウマゲノム塩基配列は、それだけでは
多くの重要な謎に対処するには不十分である。し
かしそれは、新たな手法のための重要な根幹であ
る。我々は、遺伝子発現の研究の基礎としてウマゲ
ノム塩基配列を使用することができる。ウマにワ
クチンを接種した際、ウマが特定の飼料を採取し
た際、あるいはウマが感染症に罹患した際にどの
ような現象が連続して起きているのかを、我々は
評価することができる。これらはいずれも遺伝子
の発現を変化させる。もし異なる反応の結果とし
て個々の組織で発現する遺伝子群を特定できるの
であれば、治療法開発のための強力な手段を持つ
ことができるであろう。これは、複雑な代謝性疾患
やさまざまな感染症に対する防御免疫応答の困難
さを理解する一助となる情報である。科学者達は
すでにこの情報を特定しようと試みているが、課
題の大きさやデータの不足が合わさり、実際的な
進歩を妨げている。
　ウマの遺伝子発現情報には、集中して管理する
保管庫（central repository）が必要である。米国農
務省は、農業分野で重要な全ての動物種に対して、
これらのリソース開発に協力して取り組むよう科
学者達に促している。ENCODE（Encyclopedia of 
DNA Elements）は、ヒトの医学研究のために開発
された同様のリソースである。そのため、動物用の
取 り 組 み は A G - E N C O D E（ A n i m a l  
Genome-ENCODE）と呼ばれてきた。この取り組み
がウマの獣医学に役立つ可能性は大いにある。私
達は、特定の問題を解決するためには出資するが、
研究基盤の開発に対してはあまり出資しない傾向
がある。開発中のウマ用ENCODEは、ある特定の質
問に対する答えとはならないかもしれないが、多

くの問題を解決するための要となるであろう。

連絡先：
Dr. Ernie Bailey, 
(859) 218-1105, 
ebailey@email.uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2014年第3四半期*
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎が引き続き米国で確認され、365施
設において診断された。内訳は、コロラド州310施
設およびテキサス州55施設であった。全てニュー
ジャージー株によるものであった。365施設のう
ち、350施設はウマ用、13施設はウシ用、残り2施
設はウマ、ウシ共用施設だった。コロラド州では、
ウイルス感染馬が約430頭、テキサス州では78頭
報告された。
　腺疫がフランス（12施設）、ドイツ（4施設）、スイ
ス（1施設）および米国（27施設）で発生した。米国
では、14州で59例が診断された。その他の国では、
発生は単発的だった。
　馬インフルエンザがアイルランド、イギリスお
よび米国で発生した。アイルランドでは、2つの郡
でワクチン未接種のサラブレッド種において診断
された。イギリスでは8件発生し、そのほとんど
は、ワクチン未接種のウマおよびポニーでの散発
的な発生だった。米国ではオハイオ州で2件、ケン
タッキー州で1件発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-4に起因する呼吸器疾患が、フランス(3
件)、ドイツ（9例）、アイルランド（2施設で9例）、イ
ギリス（9施設で単発）で発生した。EHV-1による流
産が、アルゼンチン（5件）およびドイツ（1例）で発
生した。フランスでは、サラブレッド種の牝馬で

EHV-4による流産が1例報告された。EHV-1に関連
した神経疾患が、フランス、スイスおよびイギリス
でそれぞれ1例報告された。
　EHV-2および-5（EHV-2、-5）感染症が米国で少数
報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発生
した。カナダでは、サスカチュワン州の8施設で20
例発生し、そのうちのいくつかの施設では過去数
年の間にも発生報告があった。米国では、カリフォ
ルニア州で20例以上の競走馬（クォーターホース
種）で発生が報告され、その大部分は違法に輸入さ
れ未認可の競走に出走していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス、スペイン、スイス
およびUAEで発生したが、いずれも風土病となっ
ている。米国では、ピロプラズマ病とEIAの混合感
染がカリフォルニア州で11例発生し、その後テキ
サス州とフロリダ州のハイリスク群、特に未認可
の競走に出走するクォーターホース種に感染が拡
大した。
　馬伝染性子宮炎がドイツで非サラブレッド種の
種牡馬3例および牝馬1例に発生した。
　Salmonella Abortusequi（馬パラチフス菌）感染
がシンガポールの1施設で、非サラブレッド種５
例で報告された。罹患馬は国際的なパフォーマン
ス馬であった。
　血清型B群サルモネラによるサルモネラ症が米
国で発生した。発生数は特定できなかった。
　ロタウイルス感染症の散発例がフランスで報告
された。スイスでは馬単球性エールリヒア症が1
例発生した。
　2014年第3四半期に、米国で東部馬脳炎が合計
114例確認された。16州で発生し、その多くはフロ
リダ州（58例）で確認された。
　ウエストナイル脳炎が、イタリア（系統2のウイ
ルス株による2例）、トルコ（1例）および米国（32州
で66例）で発生した。大部分の陽性馬はカリフォ
ルニア州、ミズーリ州、オクラホマ州およびテキサ
ス州で認められた。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州においてワクチン未接種の高齢
サラブレッド種1例で発生した。
　ゲタウイルス感染症が日本の競走馬トレーニン

グ・センターで発生した。22例の馬に認められ、そ
のうち予防接種を受けていたウマ（訳注： 正確に
は、当該年のワクチン接種プログラムが完了して
いたウマ）は50%強だった。
　ロドコッカス関連疾患が米国で、44件以上確認
された。米国では全国的にCorynebac te r ium 
pseudotuberculosis感染症の発生率の増加および
地理的分布の拡大が報告された。

＊オーストラリアは第2四半期報告書より
 
ポリメラーゼ連鎖反応分析の結果を正しく解釈す
るために
　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分析は、獣医学分
野において病原体の検出のために一般的に用いら
れている。この検査法は、コストパフォーマンスに
優れ、迅速に検査結果が得られること、さらに培養
できない病原体を検出できるなどの理由によって
広く普及した。新しいPCR法が開発、実施されてお
り、結果を正しく解釈することの重要性は今後も
変わらないであろう。PCR技術と検査対象微生物
について熟知することは、結果を正しく解釈する
ために不可欠である。
　デオキシリボ核酸（DNA）などの核酸は、細胞の
機能発現に必須である蛋白質を合成するための鋳
型となる遺伝物質である。核酸の塩基配列は個々
の微生物に特有であり、特定の微生物を識別する
ための、遺伝子指紋（genetic fingerprint）として用
いることができる。
　PCRは、短い核酸の断片を増幅するために用い
られる複雑な手法である。要約すると、まず核酸を
検体から抽出する；様々な試薬と混和する；そし
て、サーモサイクラー（訳注：核酸合成反応の温度
制御を行う機器）により核酸を増幅する。ターゲッ
トとなる核酸が存在すれば、数千から数十億もの
DNAのコピーを合成することができる。合成、増幅
されたDNAはゲル電気泳動あるいはリアルタイム
法によって検出できる。検査の都度、適切な陽性お
よび陰性コントロールを置くことにより、どちら
の方法でも検体が陽性か陰性であるかの判定が可
能である。ゲル電気泳動はリアルタイム法のよう
に結果が定量的ではなく、陽性あるいは陰性いず

れかと判定される。
　リアルタイム法では、蛍光標識プローブを用い
ることにより、増幅されているDNAをリアルタイ
ムで検出し、コンピュータ画面に表示する。増幅さ
れた核酸のコピー数が、統計学的に決定された閾
値であるCT値に達すると、有意な増幅が認めら
れ、核酸が検出されたと判定される。CT値は、核酸
量が閾値に達するまでに増幅された回数を示し、
元の検体に含まれていた核酸量を定量化すること
ができる。CT値が低いほど、検査対象となる核酸
（微生物数）が、元の検体に多く存在していたこと
を示す。PCR分析法は完璧な方法ではなく、検査結
果は誤って判読されることがある。PCR法は、感度
（陽性を誤って陰性としない）および特異性（陰性
を誤って陽性としない）が高い分析方法である。全
ての検査で同じ試薬を使用するわけではなく、ま
た同じ核酸断片を増幅するわけでもないため、あ
る特定の病原体に対する感度と特異性は、検査の
都度および検査機関により異なることがある。
　いくつかの理由によって、陰性検体が誤って陽
性として報告されることがある。検体が汚染され
ていた可能性、近縁の微生物が類似した遺伝子を
有する可能性、また死滅した微生物から核酸が検
出される可能性がある。同様に、検体中に阻害因子
が存在する場合、検体採取が適切ではない場合（例
えば、ヘルペスウイルスを検査する際に、鼻腔スワ
ブを鼻腔浅部あるいは深部から採取するのでは異
なる）や、検体採取のタイミングが適切ではない場
合（例えば、ウイルス排出のピーク後、あるいは抗
生物質投与後）に、陽性検体が誤って陰性と報告さ
れることがある。これらの潜在的な問題を踏まえ、
PCRの結果は臨床症状と併せて判読されるべきで
ある。
　PCR法は核酸を検出するものであり、疾病を検
出するわけではない。検査対象の病原体の疫学的
知見、臨床症状および／または病原体によって引
き起こされる病態、およびワクチン接種歴は、検査
結果を正しく判読するために重要である。ある病
原体は、普通に環境中から検出され、あるいは臨床
症状を示していないキャリアから検出される可能
性がある。こうしたことから、臨床症状を示さない
動物から病原体が検出された場合、その検査結果

については注意深く解釈する必要がある。さらに、
弱毒生ワクチンが最近接種された場合にも、ワク
チンがPCR法による陽性の原因となることがある
ため、結果の判読は慎重にしなければならない。
　結論として、PCR法は、病原体の同定に非常に有
用な方法である。しかしながら方法、技術、検体そ
れぞれに差異があること、症状がない場合の病原
体検出およびワクチンの影響などを考慮し、検査
結果は慎重に判読すべきである。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan,
alan.loynachan@uky.edu, 
(859) 257-8283
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
Heaves、COPD、RAOあるいは単なる喘息か？
　Heavesあるいはbroken windという用語は、安
静時における努力性呼吸や慢性的な発咳を呈する
成馬から老齢馬のアレルギー性呼吸器疾患を表す
ために何十年もの間用いられている。40年以上前
にドイツ人獣医師であるH.Sasseは、ウマのheaves
を説明するために、症状が類似するヒトのCOPD
（慢性閉塞性肺疾患：chron i c  o b s t r u c t i v e  
pulmonary disease）という用語を用いた。しかし
ながら、ヒトとウマの呼吸器疾患に関する知識が
深まり、現在ではウマのheaves は、COPDよりもむ
しろ喘息に類似しているということが明らかに
なっている。獣医師や科学者は、「回帰性気道閉塞
（recurrent airway obstruction: RAO）」という用語
を用いることを好む。回帰性という言葉は、一旦ウ
マが牧草地に放牧されると症状が良化し、また馬
房に戻すと元に戻るという状態を示す。ウマの喘
息は、厩舎に普通に存在する埃の粒子の吸入後の
気道の過敏性状態を表すのに用いられる。そのよ
うな暴露は、通常カビだらけの乾草を与えた結果
おこる。しかし、夏季の放牧中に、草に生えたカビ
や花粉に反応して同様の症状を示すウマもいる。
　牧草地での乾草俵の給餌は、ウマの喘息の誘因
となりやすく、しばしばより重度な疾患に関連す

る。カビは、カビ臭い干草に特に多量に含まれるの
は当然であるが、同類のカビが良質な干草にも少
量ではあるものの含まれているということに注意
することは重要である。ウォームブラッド種や
リッピッツァナー種などいくつかの品種で、遺伝
的素因が認められてきた。
　治療の目的は、埃への暴露を避け、肺の刺激を抑
制することである。埃を避ける最も効果的な方法
は、喘息のウマを一日中屋外で飼育し、乾草を給餌
しないことである。乾草や牧草の最適な代替品は、
完全なペレット飼料あるいはヘイキューブであ
る。ウマを厩舎で飼養する必要がある場合は、埃の
少ない飼料や敷料を用いることが重要である。乾
草に水を散布したり、蒸気に当てたりすることは、
埃を減らすのに有用であるが、非常に敏感な喘息
のウマにはそれでもなお症状を示すものがいるか
もしれない。喘息のウマのほとんどは、乾草を給餌
せず牧草地で飼養すると1～2週程で症状が改善
するが、舎飼いの場合は、埃を減らした効果が現れ
るのに1～2ヶ月かかる。埃を減らしても、部分的
にしか症状が改善しないウマには、さらに薬物治
療を行うべきである。
　コルチコステロイド剤や気管支拡張剤による治
療は、肺への刺激を減らし、回復を早めるのに有効
である。経口薬あるいは注射薬は、大抵吸入薬より
も安価である。しかしながら、経口薬あるいは注射
薬を用いた治療は、副作用を伴う可能性がある。気
管支拡張剤として一般的に用いられるアルブテ
ロールは、ウマにおいて経口投与では吸収されな
いが、吸入投与した場合、効果は非常に短いものの
（1時間程度）、効果的である。喘息のウマに抗ヒス
タミン剤が有効な場合もあるが、大抵のウマは最
終的に治療に対して反応しなくなる。最近我々は、
オメガ3脂肪酸を豊富に含むサプリメントを与え
ることで、2～4週間以内に喘息のウマの呼吸は改
善され、発咳が抑制されたことを示した。
　ウマは、大地を自由に歩き回る草食動物として
進化したことを忘れてはならない。農作業に従事
させてきた現代のウマの利用法は、ウマの呼吸器
の健康には理想的ではない。特に喘息のウマは、か
つての環境に戻してやることで大いに回復する。

連絡先：
Dr. Laurent L. Couetil, 
(765) 494-8548, 
couetil@purdue.edu 
Director, Equine Research Programs 
Purdue University College of Veterinary Medicine 
West Lafayette, Indiana
 
ウォブラー症候群の展望
　一般的にウォブラー症候群として知られている
頚椎狭窄症（cervical stenotic myelopathy：CSM）
は、頚椎の奇形を特徴とする神経疾患である。奇形
のために頚部脊柱管の狭窄がおこり脊髄が圧迫さ
れる。脊髄圧迫は、臨床的には神経症状として発現
し、一般的に前肢より後肢で重度となる。ウマの障
害の重篤度により、倫理上あるいはウマとヒト双
方の安全上の理由により安楽殺されることが多
い 。
　ウマのCSMは、栄養の過剰摂取、成長率の増加、
亜鉛と銅濃度の変化など多因子が関与すると考え
られている疾病であり、発症には遺伝的要因も関
与している。これらの要因はすべて、何らかの関与
が知られているかあるいは疑われているが、発症
にいたる正確な機序の詳細については依然として
不明である。
　現在、性別、品種および年齢がこの深刻な疾患に
大いに関わっていることがよく知られている。牡
馬は牝馬に比較して罹患しやすい。サラブレッド
種、アメリカンサドルブレッド種、ウォームブラッ
ド種ならびにテネシーウォーキングホース種では
本症を認めることが多い。様々な研究によって
CSMの平均発症年齢は2歳以下ということが分
かっており、CSMは発育性骨疾患として分類され
る。
　CSMの正確な臨床診断のための評価方法および
解析手法が長年かけて発展してきた。すべての臨
床的な精密検査は、まず運動失調の兆候を調べる
詳細な神経学的検査から始まる。続いて、頚部のX
線検査を行う。各椎間部の解剖学的計測によって
求められた標準比率から、推定される脊椎管の狭
窄部位を特定する。実際の脊髄の圧迫部位の視覚
化には脊髄造影が用いられる。

　いったんCSMと診断されたら、管理法と治療法
にいくつかの選択肢がある。より消極的なアプ
ローチは、食餌の改善と抗炎症治療が主体であり、
成長率を抑え、非骨組織の腫脹を減少させること
により、脊髄の圧迫を減少させるために椎骨の再
形成を促す。より積極的なアプローチとしては、外
科的に頚椎を癒合させることによって脊髄圧迫を
軽減する方法がとられる。
　ウォブラー症候群について、多くのことが解明
されたといえども、未だに重要な問題が残ってい
る。グルック馬研究センター（ケンタッキー大学）
で最近、CSMに焦点をあてた研究が実施された。磁
気共鳴画像診断（MRI）やコンピュータ断層撮影
（CT）などの画像診断法の進歩により、頚部全体に
おける病変の描出が可能になった。複数の角度か
ら得られる高解像度画像や、頚椎、脊髄および周囲
の軟部組織を視覚化できることは、CSMの病理を
研究し、理解するための非常に大きな情報となっ
ている。複数の画像診断法によって得られたデー
タ、臨床データの集積および詳細な剖検所見は
CSMの研究に新たな洞察を与える。現在、CTおよ
びMRIは研究レベルで使用されているが、ウマの
大きさに合わせた装置が開発されれば、将来は臨
床診断に用いることが可能となるだろう。
　遺伝的要因が果たす役割は、長年の疑問である。
ゲノムテクノロジーが急速に発展したことによ
り、CSM発症のしやすさに寄与する可能性のある
遺伝子を同定するためのウマゲノム研究が、現在
行われている。この研究分野はエキサイティング
であり、交配の決定や潜在的に発症しやすいウマ
の管理に大きな影響を与えるであろう。

連絡先：
Dr. Jennifer Janes, 
Jennifer.janes@uky.edu 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
診断用検体提出のガイドライン 
　検査室における検査は提出された検体の質に左
右される。最も信頼でき、かつ正確な結果を得るた
めには、検体を適切に採取、保管し、正確な記録と

ともに適切に輸送しなければならない。検査の対
象として検査室に提出される検体は、血清、全血、
糞便、尿、スワブ、洗浄液、組織検体、バイオプシー
検体、飼料、飼い葉、水および動物体そのものなど
がある。以下のガイドラインは、診断用に提出され
た検体から最大限の情報を得るためものである。
血清は、抗体検出あるいは抗体の力価測定検査に
用いられる。血清を採取する場合は、血液を凝固さ
せた後、血清を別の清浄なチューブに移す。血清が
長時間凝固血に接していた場合、赤血球の破壊あ
るいは溶血が生じることがある。溶血は、多くの検
査法の阻害要因となる。ゲルを含む血清分離用採
血管は、血清と赤血球の遠心法による分離を容易
にするが、輸送には適していない。
　血漿あるいは全血は、通常、血球計算、ウイルス
分離、PCR 法などの検査に用いられる。これらの検
査では、血液を凝固させないために適切な抗凝固
剤を含んだ採血管を用いて血液を採取し、速やか
に5～6 回穏やかに転倒混和させる。
　検体は、バイオセキュリティガイドラインに従
い、蓋付きの清潔で密閉され漏れない容器に封入
後、適切な表示を貼付して送付しなければならな
い。直腸検査用手袋は、一見完全で便利な容器（特
に糞便検体のため）に見えるが、検体送付に用いる
べきではない。
　車のダッシュボードまたはコンソールでの検体
の保管は適切ではない。ほとんどの検体は冷蔵保
管する必要がある。ホルマリン浸漬組織は冷蔵保
管する必要はないが、必ず密封容器に保管されな
くてはならない。ホルマリンは危険物質であるた
め、漏出した際は、輸送会社または検査機関から重
大な罰金を課せられる可能性がある。ほとんどの

生物検体は、クール便を利用して翌日に配達され
ることが推奨される。検体あるいは容器が輸送中
につぶされないように、検体は頑丈で防護された
容器に入れて送付するべきである。内部に緩衝材
を入れた封筒で血液チューブを輸送することは適
切ではない。
　適切な書類は重要であり、まず検体へのラベリ
ングから始まる。検体には最低でも、動物名／ID番
号、内容物および日付を記すべきである。提出用紙
は可能な限り完全に記入する必要がある。採取日
は、ルーチン検査のために重要かつ不可欠である。
一般的に履歴は詳細なほど良い。検査結果やその
解釈に影響を与えるため、必ず抗生剤の治療歴や
直近のワクチン接種履歴等について記載を忘れて
はならない。
　剖検用に動物体を送付する場合、暖かい気候時
には腐敗が進みやすいということに留意するべき
である。動物を神経学的検査に提出する場合や狂
犬病の疑いがある場合、脳を傷つけてはならない。
検査対象動物の頭部に、銃弾や鈍器による損傷を
与えてはならない。
　最後に、貴重な時間と費用を無駄にしないため
にも、疑問がある場合には事前に検査機関に連絡
を入れるべきである。

連絡先：
Dr. Deborah Maples,
(859) 257-8283, 
deborah.maples@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　私達は、レコードやテープで音楽を聞くことは
なくなった。私達が文章を書く際には、何らかの
ワードプロセッサを使って「キーボードで入力」す
る。私達の生活は、技術の進歩に伴って大きく変化
してきた。従って、生物学の分野においても同等あ
るいはより大きな変化が起きているということ
は、驚くべきことではない。
　2000年より以前に、ウマに対して獣医遺伝学が
最も大きく貢献したことは、新生子馬の溶血性疾
患（新生子同種溶血）の原因解明および親子鑑別の
二つである。その他の点では、遺伝の原理は、単に
遺伝性疾患を理解する上での基礎を提供するのみ
であった。実用的な見地からみると、遺伝学はブ
ラックボックスであった。
　ヒトゲノムプロジェクトがそれを変えた。
　30億ドルのプロジェクトは、ウマやその他の動
物のゲノム塩基配列の解読を安価に実施する方法
や手段の発明をもたらした。ウマのゲノム塩基配
列は2006年に完全に解読され（訳注：ウマのゲノ
ムプロジェクトにはJRA競走馬総合研究所および
競走馬理化学研究所も参加した）、数多くの遺伝性
疾患、走行の特性および毛色に関する遺伝学的基
礎の解明に日常的に用いられている。
　しかしながら、分子遺伝学は遺伝性疾患だけに
限られたことではない。今日までに、全ての産業動
物のDNA塩基配列が解読されてきた。筋肉生物学、
繁殖学、伝染病学、免疫学および薬理学を研究して
いる科学者達は、治療のターゲットおよび治療に
対する反応を研究するために、日常的にDNA塩基
配列を用いる。さらに、ゲノム塩基配列の解明は研
究に対して経済的な恩恵をもたらす。ウマを研究
している科学者達は、以前は遺伝子のクローニン
グおよび塩基配列の解読に数ヶ月もの時間と数万
ドルもの費用を要した。現在では大学学部生が、い

かなる遺伝子の塩基配列も同定できるようになっ
た。要する時間はコンピュータでたったの15分、
しかも無料である 。
　あいにく、ウマゲノム塩基配列は、それだけでは
多くの重要な謎に対処するには不十分である。し
かしそれは、新たな手法のための重要な根幹であ
る。我々は、遺伝子発現の研究の基礎としてウマゲ
ノム塩基配列を使用することができる。ウマにワ
クチンを接種した際、ウマが特定の飼料を採取し
た際、あるいはウマが感染症に罹患した際にどの
ような現象が連続して起きているのかを、我々は
評価することができる。これらはいずれも遺伝子
の発現を変化させる。もし異なる反応の結果とし
て個々の組織で発現する遺伝子群を特定できるの
であれば、治療法開発のための強力な手段を持つ
ことができるであろう。これは、複雑な代謝性疾患
やさまざまな感染症に対する防御免疫応答の困難
さを理解する一助となる情報である。科学者達は
すでにこの情報を特定しようと試みているが、課
題の大きさやデータの不足が合わさり、実際的な
進歩を妨げている。
　ウマの遺伝子発現情報には、集中して管理する
保管庫（central repository）が必要である。米国農
務省は、農業分野で重要な全ての動物種に対して、
これらのリソース開発に協力して取り組むよう科
学者達に促している。ENCODE（Encyclopedia of 
DNA Elements）は、ヒトの医学研究のために開発
された同様のリソースである。そのため、動物用の
取 り 組 み は A G - E N C O D E（ A n i m a l  
Genome-ENCODE）と呼ばれてきた。この取り組み
がウマの獣医学に役立つ可能性は大いにある。私
達は、特定の問題を解決するためには出資するが、
研究基盤の開発に対してはあまり出資しない傾向
がある。開発中のウマ用ENCODEは、ある特定の質
問に対する答えとはならないかもしれないが、多

くの問題を解決するための要となるであろう。

連絡先：
Dr. Ernie Bailey, 
(859) 218-1105, 
ebailey@email.uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2014年第3四半期*
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎が引き続き米国で確認され、365施
設において診断された。内訳は、コロラド州310施
設およびテキサス州55施設であった。全てニュー
ジャージー株によるものであった。365施設のう
ち、350施設はウマ用、13施設はウシ用、残り2施
設はウマ、ウシ共用施設だった。コロラド州では、
ウイルス感染馬が約430頭、テキサス州では78頭
報告された。
　腺疫がフランス（12施設）、ドイツ（4施設）、スイ
ス（1施設）および米国（27施設）で発生した。米国
では、14州で59例が診断された。その他の国では、
発生は単発的だった。
　馬インフルエンザがアイルランド、イギリスお
よび米国で発生した。アイルランドでは、2つの郡
でワクチン未接種のサラブレッド種において診断
された。イギリスでは8件発生し、そのほとんど
は、ワクチン未接種のウマおよびポニーでの散発
的な発生だった。米国ではオハイオ州で2件、ケン
タッキー州で1件発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-4に起因する呼吸器疾患が、フランス(3
件)、ドイツ（9例）、アイルランド（2施設で9例）、イ
ギリス（9施設で単発）で発生した。EHV-1による流
産が、アルゼンチン（5件）およびドイツ（1例）で発
生した。フランスでは、サラブレッド種の牝馬で

EHV-4による流産が1例報告された。EHV-1に関連
した神経疾患が、フランス、スイスおよびイギリス
でそれぞれ1例報告された。
　EHV-2および-5（EHV-2、-5）感染症が米国で少数
報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）がカナダおよび米国で発生
した。カナダでは、サスカチュワン州の8施設で20
例発生し、そのうちのいくつかの施設では過去数
年の間にも発生報告があった。米国では、カリフォ
ルニア州で20例以上の競走馬（クォーターホース
種）で発生が報告され、その大部分は違法に輸入さ
れ未認可の競走に出走していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス、スペイン、スイス
およびUAEで発生したが、いずれも風土病となっ
ている。米国では、ピロプラズマ病とEIAの混合感
染がカリフォルニア州で11例発生し、その後テキ
サス州とフロリダ州のハイリスク群、特に未認可
の競走に出走するクォーターホース種に感染が拡
大した。
　馬伝染性子宮炎がドイツで非サラブレッド種の
種牡馬3例および牝馬1例に発生した。
　Salmonella Abortusequi（馬パラチフス菌）感染
がシンガポールの1施設で、非サラブレッド種５
例で報告された。罹患馬は国際的なパフォーマン
ス馬であった。
　血清型B群サルモネラによるサルモネラ症が米
国で発生した。発生数は特定できなかった。
　ロタウイルス感染症の散発例がフランスで報告
された。スイスでは馬単球性エールリヒア症が1
例発生した。
　2014年第3四半期に、米国で東部馬脳炎が合計
114例確認された。16州で発生し、その多くはフロ
リダ州（58例）で確認された。
　ウエストナイル脳炎が、イタリア（系統2のウイ
ルス株による2例）、トルコ（1例）および米国（32州
で66例）で発生した。大部分の陽性馬はカリフォ
ルニア州、ミズーリ州、オクラホマ州およびテキサ
ス州で認められた。
　ヘンドラウイルス感染症がオーストラリアのク
イーンズランド州においてワクチン未接種の高齢
サラブレッド種1例で発生した。
　ゲタウイルス感染症が日本の競走馬トレーニン

グ・センターで発生した。22例の馬に認められ、そ
のうち予防接種を受けていたウマ（訳注： 正確に
は、当該年のワクチン接種プログラムが完了して
いたウマ）は50%強だった。
　ロドコッカス関連疾患が米国で、44件以上確認
された。米国では全国的にCorynebac te r ium 
pseudotuberculosis感染症の発生率の増加および
地理的分布の拡大が報告された。

＊オーストラリアは第2四半期報告書より
 
ポリメラーゼ連鎖反応分析の結果を正しく解釈す
るために
　ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）分析は、獣医学分
野において病原体の検出のために一般的に用いら
れている。この検査法は、コストパフォーマンスに
優れ、迅速に検査結果が得られること、さらに培養
できない病原体を検出できるなどの理由によって
広く普及した。新しいPCR法が開発、実施されてお
り、結果を正しく解釈することの重要性は今後も
変わらないであろう。PCR技術と検査対象微生物
について熟知することは、結果を正しく解釈する
ために不可欠である。
　デオキシリボ核酸（DNA）などの核酸は、細胞の
機能発現に必須である蛋白質を合成するための鋳
型となる遺伝物質である。核酸の塩基配列は個々
の微生物に特有であり、特定の微生物を識別する
ための、遺伝子指紋（genetic fingerprint）として用
いることができる。
　PCRは、短い核酸の断片を増幅するために用い
られる複雑な手法である。要約すると、まず核酸を
検体から抽出する；様々な試薬と混和する；そし
て、サーモサイクラー（訳注：核酸合成反応の温度
制御を行う機器）により核酸を増幅する。ターゲッ
トとなる核酸が存在すれば、数千から数十億もの
DNAのコピーを合成することができる。合成、増幅
されたDNAはゲル電気泳動あるいはリアルタイム
法によって検出できる。検査の都度、適切な陽性お
よび陰性コントロールを置くことにより、どちら
の方法でも検体が陽性か陰性であるかの判定が可
能である。ゲル電気泳動はリアルタイム法のよう
に結果が定量的ではなく、陽性あるいは陰性いず

れかと判定される。
　リアルタイム法では、蛍光標識プローブを用い
ることにより、増幅されているDNAをリアルタイ
ムで検出し、コンピュータ画面に表示する。増幅さ
れた核酸のコピー数が、統計学的に決定された閾
値であるCT値に達すると、有意な増幅が認めら
れ、核酸が検出されたと判定される。CT値は、核酸
量が閾値に達するまでに増幅された回数を示し、
元の検体に含まれていた核酸量を定量化すること
ができる。CT値が低いほど、検査対象となる核酸
（微生物数）が、元の検体に多く存在していたこと
を示す。PCR分析法は完璧な方法ではなく、検査結
果は誤って判読されることがある。PCR法は、感度
（陽性を誤って陰性としない）および特異性（陰性
を誤って陽性としない）が高い分析方法である。全
ての検査で同じ試薬を使用するわけではなく、ま
た同じ核酸断片を増幅するわけでもないため、あ
る特定の病原体に対する感度と特異性は、検査の
都度および検査機関により異なることがある。
　いくつかの理由によって、陰性検体が誤って陽
性として報告されることがある。検体が汚染され
ていた可能性、近縁の微生物が類似した遺伝子を
有する可能性、また死滅した微生物から核酸が検
出される可能性がある。同様に、検体中に阻害因子
が存在する場合、検体採取が適切ではない場合（例
えば、ヘルペスウイルスを検査する際に、鼻腔スワ
ブを鼻腔浅部あるいは深部から採取するのでは異
なる）や、検体採取のタイミングが適切ではない場
合（例えば、ウイルス排出のピーク後、あるいは抗
生物質投与後）に、陽性検体が誤って陰性と報告さ
れることがある。これらの潜在的な問題を踏まえ、
PCRの結果は臨床症状と併せて判読されるべきで
ある。
　PCR法は核酸を検出するものであり、疾病を検
出するわけではない。検査対象の病原体の疫学的
知見、臨床症状および／または病原体によって引
き起こされる病態、およびワクチン接種歴は、検査
結果を正しく判読するために重要である。ある病
原体は、普通に環境中から検出され、あるいは臨床
症状を示していないキャリアから検出される可能
性がある。こうしたことから、臨床症状を示さない
動物から病原体が検出された場合、その検査結果

については注意深く解釈する必要がある。さらに、
弱毒生ワクチンが最近接種された場合にも、ワク
チンがPCR法による陽性の原因となることがある
ため、結果の判読は慎重にしなければならない。
　結論として、PCR法は、病原体の同定に非常に有
用な方法である。しかしながら方法、技術、検体そ
れぞれに差異があること、症状がない場合の病原
体検出およびワクチンの影響などを考慮し、検査
結果は慎重に判読すべきである。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan,
alan.loynachan@uky.edu, 
(859) 257-8283
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
Heaves、COPD、RAOあるいは単なる喘息か？
　Heavesあるいはbroken windという用語は、安
静時における努力性呼吸や慢性的な発咳を呈する
成馬から老齢馬のアレルギー性呼吸器疾患を表す
ために何十年もの間用いられている。40年以上前
にドイツ人獣医師であるH.Sasseは、ウマのheaves
を説明するために、症状が類似するヒトのCOPD
（慢性閉塞性肺疾患：chron i c  o b s t r u c t i v e  
pulmonary disease）という用語を用いた。しかし
ながら、ヒトとウマの呼吸器疾患に関する知識が
深まり、現在ではウマのheaves は、COPDよりもむ
しろ喘息に類似しているということが明らかに
なっている。獣医師や科学者は、「回帰性気道閉塞
（recurrent airway obstruction: RAO）」という用語
を用いることを好む。回帰性という言葉は、一旦ウ
マが牧草地に放牧されると症状が良化し、また馬
房に戻すと元に戻るという状態を示す。ウマの喘
息は、厩舎に普通に存在する埃の粒子の吸入後の
気道の過敏性状態を表すのに用いられる。そのよ
うな暴露は、通常カビだらけの乾草を与えた結果
おこる。しかし、夏季の放牧中に、草に生えたカビ
や花粉に反応して同様の症状を示すウマもいる。
　牧草地での乾草俵の給餌は、ウマの喘息の誘因
となりやすく、しばしばより重度な疾患に関連す

る。カビは、カビ臭い干草に特に多量に含まれるの
は当然であるが、同類のカビが良質な干草にも少
量ではあるものの含まれているということに注意
することは重要である。ウォームブラッド種や
リッピッツァナー種などいくつかの品種で、遺伝
的素因が認められてきた。
　治療の目的は、埃への暴露を避け、肺の刺激を抑
制することである。埃を避ける最も効果的な方法
は、喘息のウマを一日中屋外で飼育し、乾草を給餌
しないことである。乾草や牧草の最適な代替品は、
完全なペレット飼料あるいはヘイキューブであ
る。ウマを厩舎で飼養する必要がある場合は、埃の
少ない飼料や敷料を用いることが重要である。乾
草に水を散布したり、蒸気に当てたりすることは、
埃を減らすのに有用であるが、非常に敏感な喘息
のウマにはそれでもなお症状を示すものがいるか
もしれない。喘息のウマのほとんどは、乾草を給餌
せず牧草地で飼養すると1～2週程で症状が改善
するが、舎飼いの場合は、埃を減らした効果が現れ
るのに1～2ヶ月かかる。埃を減らしても、部分的
にしか症状が改善しないウマには、さらに薬物治
療を行うべきである。
　コルチコステロイド剤や気管支拡張剤による治
療は、肺への刺激を減らし、回復を早めるのに有効
である。経口薬あるいは注射薬は、大抵吸入薬より
も安価である。しかしながら、経口薬あるいは注射
薬を用いた治療は、副作用を伴う可能性がある。気
管支拡張剤として一般的に用いられるアルブテ
ロールは、ウマにおいて経口投与では吸収されな
いが、吸入投与した場合、効果は非常に短いものの
（1時間程度）、効果的である。喘息のウマに抗ヒス
タミン剤が有効な場合もあるが、大抵のウマは最
終的に治療に対して反応しなくなる。最近我々は、
オメガ3脂肪酸を豊富に含むサプリメントを与え
ることで、2～4週間以内に喘息のウマの呼吸は改
善され、発咳が抑制されたことを示した。
　ウマは、大地を自由に歩き回る草食動物として
進化したことを忘れてはならない。農作業に従事
させてきた現代のウマの利用法は、ウマの呼吸器
の健康には理想的ではない。特に喘息のウマは、か
つての環境に戻してやることで大いに回復する。

連絡先：
Dr. Laurent L. Couetil, 
(765) 494-8548, 
couetil@purdue.edu 
Director, Equine Research Programs 
Purdue University College of Veterinary Medicine 
West Lafayette, Indiana
 
ウォブラー症候群の展望
　一般的にウォブラー症候群として知られている
頚椎狭窄症（cervical stenotic myelopathy：CSM）
は、頚椎の奇形を特徴とする神経疾患である。奇形
のために頚部脊柱管の狭窄がおこり脊髄が圧迫さ
れる。脊髄圧迫は、臨床的には神経症状として発現
し、一般的に前肢より後肢で重度となる。ウマの障
害の重篤度により、倫理上あるいはウマとヒト双
方の安全上の理由により安楽殺されることが多
い 。
　ウマのCSMは、栄養の過剰摂取、成長率の増加、
亜鉛と銅濃度の変化など多因子が関与すると考え
られている疾病であり、発症には遺伝的要因も関
与している。これらの要因はすべて、何らかの関与
が知られているかあるいは疑われているが、発症
にいたる正確な機序の詳細については依然として
不明である。
　現在、性別、品種および年齢がこの深刻な疾患に
大いに関わっていることがよく知られている。牡
馬は牝馬に比較して罹患しやすい。サラブレッド
種、アメリカンサドルブレッド種、ウォームブラッ
ド種ならびにテネシーウォーキングホース種では
本症を認めることが多い。様々な研究によって
CSMの平均発症年齢は2歳以下ということが分
かっており、CSMは発育性骨疾患として分類され
る。
　CSMの正確な臨床診断のための評価方法および
解析手法が長年かけて発展してきた。すべての臨
床的な精密検査は、まず運動失調の兆候を調べる
詳細な神経学的検査から始まる。続いて、頚部のX
線検査を行う。各椎間部の解剖学的計測によって
求められた標準比率から、推定される脊椎管の狭
窄部位を特定する。実際の脊髄の圧迫部位の視覚
化には脊髄造影が用いられる。

　いったんCSMと診断されたら、管理法と治療法
にいくつかの選択肢がある。より消極的なアプ
ローチは、食餌の改善と抗炎症治療が主体であり、
成長率を抑え、非骨組織の腫脹を減少させること
により、脊髄の圧迫を減少させるために椎骨の再
形成を促す。より積極的なアプローチとしては、外
科的に頚椎を癒合させることによって脊髄圧迫を
軽減する方法がとられる。
　ウォブラー症候群について、多くのことが解明
されたといえども、未だに重要な問題が残ってい
る。グルック馬研究センター（ケンタッキー大学）
で最近、CSMに焦点をあてた研究が実施された。磁
気共鳴画像診断（MRI）やコンピュータ断層撮影
（CT）などの画像診断法の進歩により、頚部全体に
おける病変の描出が可能になった。複数の角度か
ら得られる高解像度画像や、頚椎、脊髄および周囲
の軟部組織を視覚化できることは、CSMの病理を
研究し、理解するための非常に大きな情報となっ
ている。複数の画像診断法によって得られたデー
タ、臨床データの集積および詳細な剖検所見は
CSMの研究に新たな洞察を与える。現在、CTおよ
びMRIは研究レベルで使用されているが、ウマの
大きさに合わせた装置が開発されれば、将来は臨
床診断に用いることが可能となるだろう。
　遺伝的要因が果たす役割は、長年の疑問である。
ゲノムテクノロジーが急速に発展したことによ
り、CSM発症のしやすさに寄与する可能性のある
遺伝子を同定するためのウマゲノム研究が、現在
行われている。この研究分野はエキサイティング
であり、交配の決定や潜在的に発症しやすいウマ
の管理に大きな影響を与えるであろう。

連絡先：
Dr. Jennifer Janes, 
Jennifer.janes@uky.edu 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
診断用検体提出のガイドライン 
　検査室における検査は提出された検体の質に左
右される。最も信頼でき、かつ正確な結果を得るた
めには、検体を適切に採取、保管し、正確な記録と

ともに適切に輸送しなければならない。検査の対
象として検査室に提出される検体は、血清、全血、
糞便、尿、スワブ、洗浄液、組織検体、バイオプシー
検体、飼料、飼い葉、水および動物体そのものなど
がある。以下のガイドラインは、診断用に提出され
た検体から最大限の情報を得るためものである。
血清は、抗体検出あるいは抗体の力価測定検査に
用いられる。血清を採取する場合は、血液を凝固さ
せた後、血清を別の清浄なチューブに移す。血清が
長時間凝固血に接していた場合、赤血球の破壊あ
るいは溶血が生じることがある。溶血は、多くの検
査法の阻害要因となる。ゲルを含む血清分離用採
血管は、血清と赤血球の遠心法による分離を容易
にするが、輸送には適していない。
　血漿あるいは全血は、通常、血球計算、ウイルス
分離、PCR 法などの検査に用いられる。これらの検
査では、血液を凝固させないために適切な抗凝固
剤を含んだ採血管を用いて血液を採取し、速やか
に5～6 回穏やかに転倒混和させる。
　検体は、バイオセキュリティガイドラインに従
い、蓋付きの清潔で密閉され漏れない容器に封入
後、適切な表示を貼付して送付しなければならな
い。直腸検査用手袋は、一見完全で便利な容器（特
に糞便検体のため）に見えるが、検体送付に用いる
べきではない。
　車のダッシュボードまたはコンソールでの検体
の保管は適切ではない。ほとんどの検体は冷蔵保
管する必要がある。ホルマリン浸漬組織は冷蔵保
管する必要はないが、必ず密封容器に保管されな
くてはならない。ホルマリンは危険物質であるた
め、漏出した際は、輸送会社または検査機関から重
大な罰金を課せられる可能性がある。ほとんどの

生物検体は、クール便を利用して翌日に配達され
ることが推奨される。検体あるいは容器が輸送中
につぶされないように、検体は頑丈で防護された
容器に入れて送付するべきである。内部に緩衝材
を入れた封筒で血液チューブを輸送することは適
切ではない。
　適切な書類は重要であり、まず検体へのラベリ
ングから始まる。検体には最低でも、動物名／ID番
号、内容物および日付を記すべきである。提出用紙
は可能な限り完全に記入する必要がある。採取日
は、ルーチン検査のために重要かつ不可欠である。
一般的に履歴は詳細なほど良い。検査結果やその
解釈に影響を与えるため、必ず抗生剤の治療歴や
直近のワクチン接種履歴等について記載を忘れて
はならない。
　剖検用に動物体を送付する場合、暖かい気候時
には腐敗が進みやすいということに留意するべき
である。動物を神経学的検査に提出する場合や狂
犬病の疑いがある場合、脳を傷つけてはならない。
検査対象動物の頭部に、銃弾や鈍器による損傷を
与えてはならない。
　最後に、貴重な時間と費用を無駄にしないため
にも、疑問がある場合には事前に検査機関に連絡
を入れるべきである。

連絡先：
Dr. Deborah Maples,
(859) 257-8283, 
deborah.maples@uky.edu 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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【イントロダクション】
　サラブレッドは、競馬のような数分間の最大運
動に適応した動物であり、最大酸素摂取量が高く、
多くの筋グリコーゲンを蓄えている。そのような
最大運動の際には、血漿乳酸濃度が30 mmol/L以
上に達することもある。乳酸の細胞膜輸送には、モ
ノカルボン酸トランスポーター（MCT）と呼ばれ
るトランスポーターが関与しており、その中でも
MCT1は筋線維へ乳酸を取り込み、MCT4は乳酸を
筋線維から放出する役割を担っている。サラブ
レッドのMCTタンパク質量と漸増運動負荷試験
の走行時間の間には相関が認められていることか
ら、骨格筋の乳酸輸送能はサラブレッドの運動時
には重要な役割を果たしていると考えられる。し
かし、実際のレースのように急激に加速するス
ピードパターンと漸増運動負荷試験のパターンは
異なっている。この研究の目的は、レース時のサラ
ブレッドの乳酸代謝を理解することであり、その
ためにトレッドミルで1分間および2分間の最大
運動をした際の筋グリコーゲン、筋および血漿乳
酸濃度の変化を調べた。

【方法】
　10頭のサラブレッドに1分間または2分間の
120%VO2max強度のトレッドミル走を実施した。運
動中の酸素摂取量（VO2）および心拍数を測定した。

走行前後に血液採取と中殿筋からの筋バイオプ
シーを行い、血液は遠心分離して、血漿乳酸濃度を
測定した。筋サンプルは液体窒素で凍結させ、分析
まで-80℃で保存した。採取した中殿筋サンプルを
用いて、ウエスタンブロッティングを行った。1次
抗体はヒトのMCT1およびMCT4のCターミナル領
域に対する抗ウサギ抗体を作製し、使用した。筋サ
ンプルをホモジネートして、筋乳酸濃度、筋グリ
コーゲン量を測定した。

【結果】
　運動中のVO2と心拍数は、運動開始2分時の値と
比較して、それぞれ30秒時に71%および90%、1分
時に90%および96%に達した。血漿乳酸濃度は1分
走後に11.7 ± 0.8 mmol/L、2分走後に23.1 ± 1.1 
mmol/Lまで上昇した。筋乳酸濃度は1分走後に
17.3 ± 2.1 mmol/kg、2分走後に23.6 ± 2.0 
mmol/kgまで増加した。血漿中の乳酸蓄積は前半
の1分間と後半の1分間で変化がなかったが、筋中
の乳酸蓄積は前半に比べて後半で減少した。筋グ
リコーゲンは走行前に比べ、1分走後（42%）および
2分走後（41%）に減少していたが、1分走と2分走
後の筋グリコーゲン量には違いがなかった。2分
間走後の筋乳酸濃度とMCT1タンパク質量の間に
は相関がなかったが、筋乳酸濃度とMCT4タンパ
ク質量の間には正の相関が認められた（r = 0.78, 

P < 0.01）。

【考察】
　ウマの骨格筋には多量のグリコーゲンが貯蔵さ
れており、運動中すぐに利用できるようになって
いる。今回の実験において、ウマの筋グリコーゲン
の分解および続発的に起こる筋中の乳酸蓄積は、
そのほとんどが最初の1分間に発生していること
が分かった。
　ヒトの先行研究では、6秒間のスプリント走で
筋グリコーゲンが14%減少したことや、30秒間×
4回のスプリント走において、1回目の走行で筋グ
リコーゲンが21%、2回目の走行でさらに17%減少
し、その後は変化しなかったことが報告されてい
る。これらの研究結果は、最大運動開始時に筋グリ
コーゲンが急速に分解されることを示唆してい
る。この見解を支持するデータとしては、30秒ス
プリント走の最初の6秒間にグリコーゲンホスホ
リラーゼは急速に活性化し、スプリント走終了時
にはベースラインまで戻っていることが知られて
いる。運動開始時の解糖系におけるATP産生は、骨
格筋線維への酸素運搬不足によるものではなさそ
うである。
　今回の研究において、筋中乳酸濃度とは異なり、
血漿乳酸濃度は2分間走中に直線的に増加した。
乳酸は自由に拡散できる物質ではなく、MCTを介
して輸送されるため、運動開始1分後の筋中乳酸
と血漿乳酸には濃度差が存在し、血漿乳酸濃度は
運動終了1分後にピークを迎えている。また、2分
間走後の筋中乳酸濃度がMCT4タンパク質濃度と

正の相関を示した。この結果は、乳酸をより多く産
生する筋は、乳酸をより多く放出する能力がある
ことを示唆している。高強度運動中において、ミト
コンドリア以外では乳酸産生による酸化型ニコチ
ンアミドアデニンヌクレオチド（NAD+）の再合成
が、解糖系の速度を維持する唯一の手段であるが、
乳酸は解糖系の重要な酵素であるホスホフルクト
キナーゼ活性を抑制することが近年分かってき
た。この点から、MCT4を介して乳酸を筋外に放出
することは解糖系のATP産生において不可欠であ
る。サラブレッドの中殿筋のうち、約90%はMCT4
が多く発現している速筋である。サラブレッドを
18週間高強度（90-110%VO2max）トレーニングした
後に、6週間運動強度を下げて（70%VO2max）トレー
ニングすると、MCT1タンパク質や酸化能は維持
されるが、MCT4タンパク質は運動パフォーマン
スとともに低下することが知られている。MCT4
のミカエリス・メンテン定数（Km値 ,  17 - 34  
mmol/L）がMCT1のKm値（3-8 mmol/L）より高い
ことを考えると、高強度運動中に速筋線維から乳
酸を循環血液中に放出する際、MCT4は重要な役
割を担っていることが示唆される。
　結論として今回の研究によって、筋グリコーゲ
ンの分解と筋乳酸の蓄積のほとんどが高強度運動
の開始時に起こっていることが分かった。また、筋
乳酸産生の多いサラブレッドはMCT4タンパク質
量も多いことも分かった。速筋線維の割合が高く、
乳酸の産生量や酸化量が高いサラブレッドにおい
て、MCT4を介して筋から乳酸を放出することは
非常に重要であると考えられる。

高強度運動中のサラブレッドにおける
筋グリコーゲンの分解と乳酸代謝

Muscle glycogen breakdown and lactate metabolism during intensive exercise in Thoroughbred horses
Y. Kitaoka, Y. Endo, K. Mukai, H. Aida, A. Hiraga and H. Hatta

J Phys Fitness Sports Med 3(4): 451-456 (2014).
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【イントロダクション】
　サラブレッドは、競馬のような数分間の最大運
動に適応した動物であり、最大酸素摂取量が高く、
多くの筋グリコーゲンを蓄えている。そのような
最大運動の際には、血漿乳酸濃度が30 mmol/L以
上に達することもある。乳酸の細胞膜輸送には、モ
ノカルボン酸トランスポーター（MCT）と呼ばれ
るトランスポーターが関与しており、その中でも
MCT1は筋線維へ乳酸を取り込み、MCT4は乳酸を
筋線維から放出する役割を担っている。サラブ
レッドのMCTタンパク質量と漸増運動負荷試験
の走行時間の間には相関が認められていることか
ら、骨格筋の乳酸輸送能はサラブレッドの運動時
には重要な役割を果たしていると考えられる。し
かし、実際のレースのように急激に加速するス
ピードパターンと漸増運動負荷試験のパターンは
異なっている。この研究の目的は、レース時のサラ
ブレッドの乳酸代謝を理解することであり、その
ためにトレッドミルで1分間および2分間の最大
運動をした際の筋グリコーゲン、筋および血漿乳
酸濃度の変化を調べた。

【方法】
　10頭のサラブレッドに1分間または2分間の
120%VO2max強度のトレッドミル走を実施した。運
動中の酸素摂取量（VO2）および心拍数を測定した。

走行前後に血液採取と中殿筋からの筋バイオプ
シーを行い、血液は遠心分離して、血漿乳酸濃度を
測定した。筋サンプルは液体窒素で凍結させ、分析
まで-80℃で保存した。採取した中殿筋サンプルを
用いて、ウエスタンブロッティングを行った。1次
抗体はヒトのMCT1およびMCT4のCターミナル領
域に対する抗ウサギ抗体を作製し、使用した。筋サ
ンプルをホモジネートして、筋乳酸濃度、筋グリ
コーゲン量を測定した。

【結果】
　運動中のVO2と心拍数は、運動開始2分時の値と
比較して、それぞれ30秒時に71%および90%、1分
時に90%および96%に達した。血漿乳酸濃度は1分
走後に11.7 ± 0.8 mmol/L、2分走後に23.1 ± 1.1 
mmol/Lまで上昇した。筋乳酸濃度は1分走後に
17.3 ± 2.1 mmol/kg、2分走後に23.6 ± 2.0 
mmol/kgまで増加した。血漿中の乳酸蓄積は前半
の1分間と後半の1分間で変化がなかったが、筋中
の乳酸蓄積は前半に比べて後半で減少した。筋グ
リコーゲンは走行前に比べ、1分走後（42%）および
2分走後（41%）に減少していたが、1分走と2分走
後の筋グリコーゲン量には違いがなかった。2分
間走後の筋乳酸濃度とMCT1タンパク質量の間に
は相関がなかったが、筋乳酸濃度とMCT4タンパ
ク質量の間には正の相関が認められた（r = 0.78, 

P < 0.01）。

【考察】
　ウマの骨格筋には多量のグリコーゲンが貯蔵さ
れており、運動中すぐに利用できるようになって
いる。今回の実験において、ウマの筋グリコーゲン
の分解および続発的に起こる筋中の乳酸蓄積は、
そのほとんどが最初の1分間に発生していること
が分かった。
　ヒトの先行研究では、6秒間のスプリント走で
筋グリコーゲンが14%減少したことや、30秒間×
4回のスプリント走において、1回目の走行で筋グ
リコーゲンが21%、2回目の走行でさらに17%減少
し、その後は変化しなかったことが報告されてい
る。これらの研究結果は、最大運動開始時に筋グリ
コーゲンが急速に分解されることを示唆してい
る。この見解を支持するデータとしては、30秒ス
プリント走の最初の6秒間にグリコーゲンホスホ
リラーゼは急速に活性化し、スプリント走終了時
にはベースラインまで戻っていることが知られて
いる。運動開始時の解糖系におけるATP産生は、骨
格筋線維への酸素運搬不足によるものではなさそ
うである。
　今回の研究において、筋中乳酸濃度とは異なり、
血漿乳酸濃度は2分間走中に直線的に増加した。
乳酸は自由に拡散できる物質ではなく、MCTを介
して輸送されるため、運動開始1分後の筋中乳酸
と血漿乳酸には濃度差が存在し、血漿乳酸濃度は
運動終了1分後にピークを迎えている。また、2分
間走後の筋中乳酸濃度がMCT4タンパク質濃度と

正の相関を示した。この結果は、乳酸をより多く産
生する筋は、乳酸をより多く放出する能力がある
ことを示唆している。高強度運動中において、ミト
コンドリア以外では乳酸産生による酸化型ニコチ
ンアミドアデニンヌクレオチド（NAD+）の再合成
が、解糖系の速度を維持する唯一の手段であるが、
乳酸は解糖系の重要な酵素であるホスホフルクト
キナーゼ活性を抑制することが近年分かってき
た。この点から、MCT4を介して乳酸を筋外に放出
することは解糖系のATP産生において不可欠であ
る。サラブレッドの中殿筋のうち、約90%はMCT4
が多く発現している速筋である。サラブレッドを
18週間高強度（90-110%VO2max）トレーニングした
後に、6週間運動強度を下げて（70%VO2max）トレー
ニングすると、MCT1タンパク質や酸化能は維持
されるが、MCT4タンパク質は運動パフォーマン
スとともに低下することが知られている。MCT4
のミカエリス・メンテン定数（Km値 ,  17 - 34  
mmol/L）がMCT1のKm値（3-8 mmol/L）より高い
ことを考えると、高強度運動中に速筋線維から乳
酸を循環血液中に放出する際、MCT4は重要な役
割を担っていることが示唆される。
　結論として今回の研究によって、筋グリコーゲ
ンの分解と筋乳酸の蓄積のほとんどが高強度運動
の開始時に起こっていることが分かった。また、筋
乳酸産生の多いサラブレッドはMCT4タンパク質
量も多いことも分かった。速筋線維の割合が高く、
乳酸の産生量や酸化量が高いサラブレッドにおい
て、MCT4を介して筋から乳酸を放出することは
非常に重要であると考えられる。
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【イントロダクション】
　ミオスタチンは骨格筋量を制御する役割を持っ
ている。サラブレッドは他の動物（体重の
30~40%）に比べて骨格筋量が多く（体重の55%以
上）、成長やレースパフォーマンスを考える上で、
骨格筋の発達にはミオスタチンが重要であること
が知られている。近年、ウマミオスタチン遺伝子の
最初のイントロン内にある一塩基多型（SNP）とサ
ラブレッドのレースパフォーマンスとの間に関連
があることが発見された。Cアレルのホモ個体（す
なわちC/C）は短距離レースに、C/Tは中距離レー
スに、T/Tは長距離レースに適性があることが示
されている。さらにミオスタチン遺伝子型と体型
に相関があることも示されている。つまり、C/C馬
はC/T馬やT/T馬より体重/体高比が高く、これは
スプリンターがステイヤーより筋肉質であるとい
う点と一致している。また、我々は先行研究におい
て、ミオスタチン遺伝子の400-1500 bp下流の遺
伝子発現がトレーニング後に減少していることを
報告しており、これはトレーニングに対するサラ
ブレッドの骨格筋適応にミオスタチン遺伝子発現
の変化が関わっているという仮説を裏付けてい
る。そこで、今回はミオスタチンのSNPが、ミオス
タチン遺伝子の発現の仕方に影響を与えているか
どうかを調べた。

【方法】
　同じ牧場で飼養されているトレーニング前の1
歳馬60頭を遺伝子タイプ別にグループ分けし
（C/C, n=15; C/T, n=28; T/T, n=17）、中殿筋から筋
バイプシーを実施した。このうち33頭（C/C, n=10; 
C/T, n=13; T/T, n=10）については、同じ調教師の
元で同様のトレーニングを行った後にもサンプリ
ングを行った。採取した中殿筋サンプルからtotal 
RNAを分離し、リアルタイムRT-PCRを行った。

【結果】
　トレーニング前のサンプルにおいて、ミオスタ
チン遺伝子型と遺伝子発現には有意な関連があ
り、C/C馬はC/TおよびT/T馬に比べて、高いミオス
タチンmRNAレベルを示した。トレーニング後の
サンプルにおいては、ミオスタチン遺伝子型と遺
伝子発現には関連がなかった。また、トレーニング
後はトレーニング前に比べて、すべての群でミオ
スタチン遺伝子発現が減少しており、C/C馬の減
少率が最も大きかった。

【考察】
　他の動物において、ミオスタチンタンパク質の
機能不全の結果として、筋肥大が用量依存性に起
こる。例えば、ドッグレースに用いられるウィペッ
トのホモ個体は極度の筋肥大によりレース能力を

欠くが、ヘテロ個体は優れたレース能力を示す。こ
のことから、レースパフォーマンスのためには、ミ
オスタチンが欠落しているよりは、低いレベルの
方が適している可能性がある。
　今回の研究において、トレーニング前のC/C馬
のミオスタチンmRNAレベルが最も高かったのは
驚きであった。しかし、トレーニング後にはC/T馬
の-2.38倍、T/T馬の-3.31倍に比べて、C/C馬のミオ
スタチンmRNAは最も大きな減少率（-5.88倍）を
示した。
　これらの結果から考えると、成長の様々なス
テージにおいて、ミオスタチンは複数の役割を果
たしている可能性がある。例えば、Type IIb線維の
発育や、ミトコンドリアの増加に起因する酸化酵
素活性の制御を含めた、筋肥大以外の機能の有無
が議論されている。今回のデータからは、ミオスタ
チン遺伝子発現の変化がサラブレッドの競走能力
に影響を与える詳しいメカニズムは特定できない
が、トレーニング期間におけるミオスタチン遺伝
子発現の減少がサラブレッドの骨格筋の成長や発

育に直接影響を与えている可能性が高そうであ
る。筋の成長や分化にミオスタチンが与える影響
はより複雑であり、単に筋の成長を抑制するだけ
ではなさそうである。
　サラブレッドではType IIb線維は今まで検出さ
れたことがないため、ミオスタチンが骨格筋の
Type IIb線維の発達に与える影響は特に興味深
い。また、サラブレッド集団において、近年選択淘
汰があったことを示す領域にミオスタチンと作用
しているシグナリング分子をコードする遺伝子が
存在することが報告されている。
　結論として、ミオスタチン遺伝子型とミオスタ
チン遺伝子発現の間には有意な相関があったが、
この相関はトレーニング後には消失していた。こ
の研究はウマの骨格筋においてミオスタチンが中
心的な役割を果たしていることを示しており、さ
らにミオスタチンの制御に関わるメカニズムや運
動誘発性の筋発達におけるミオスタチンの影響を
明らかにする一助となるだろう。

サラブレッドにおけるミオスタチン遺伝子タイプは
骨格筋遺伝子発現とレースパフォーマンスに影響を与える

MSTN genotypes in Thoroughbred horses influence skeletal muscle gene expression and racetrack performance
Beatrice A. McGivney, John A. Browne, Rita G. Fonseca, Lisa M. Katz, David E. MacHugh, Rohan Whiston and E. W. Hill

Animal Genetics, 2012, 43, 810-812.
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【イントロダクション】
　ミオスタチンは骨格筋量を制御する役割を持っ
ている。サラブレッドは他の動物（体重の
30~40%）に比べて骨格筋量が多く（体重の55%以
上）、成長やレースパフォーマンスを考える上で、
骨格筋の発達にはミオスタチンが重要であること
が知られている。近年、ウマミオスタチン遺伝子の
最初のイントロン内にある一塩基多型（SNP）とサ
ラブレッドのレースパフォーマンスとの間に関連
があることが発見された。Cアレルのホモ個体（す
なわちC/C）は短距離レースに、C/Tは中距離レー
スに、T/Tは長距離レースに適性があることが示
されている。さらにミオスタチン遺伝子型と体型
に相関があることも示されている。つまり、C/C馬
はC/T馬やT/T馬より体重/体高比が高く、これは
スプリンターがステイヤーより筋肉質であるとい
う点と一致している。また、我々は先行研究におい
て、ミオスタチン遺伝子の400-1500 bp下流の遺
伝子発現がトレーニング後に減少していることを
報告しており、これはトレーニングに対するサラ
ブレッドの骨格筋適応にミオスタチン遺伝子発現
の変化が関わっているという仮説を裏付けてい
る。そこで、今回はミオスタチンのSNPが、ミオス
タチン遺伝子の発現の仕方に影響を与えているか
どうかを調べた。

【方法】
　同じ牧場で飼養されているトレーニング前の1
歳馬60頭を遺伝子タイプ別にグループ分けし
（C/C, n=15; C/T, n=28; T/T, n=17）、中殿筋から筋
バイプシーを実施した。このうち33頭（C/C, n=10; 
C/T, n=13; T/T, n=10）については、同じ調教師の
元で同様のトレーニングを行った後にもサンプリ
ングを行った。採取した中殿筋サンプルからtotal 
RNAを分離し、リアルタイムRT-PCRを行った。

【結果】
　トレーニング前のサンプルにおいて、ミオスタ
チン遺伝子型と遺伝子発現には有意な関連があ
り、C/C馬はC/TおよびT/T馬に比べて、高いミオス
タチンmRNAレベルを示した。トレーニング後の
サンプルにおいては、ミオスタチン遺伝子型と遺
伝子発現には関連がなかった。また、トレーニング
後はトレーニング前に比べて、すべての群でミオ
スタチン遺伝子発現が減少しており、C/C馬の減
少率が最も大きかった。

【考察】
　他の動物において、ミオスタチンタンパク質の
機能不全の結果として、筋肥大が用量依存性に起
こる。例えば、ドッグレースに用いられるウィペッ
トのホモ個体は極度の筋肥大によりレース能力を

欠くが、ヘテロ個体は優れたレース能力を示す。こ
のことから、レースパフォーマンスのためには、ミ
オスタチンが欠落しているよりは、低いレベルの
方が適している可能性がある。
　今回の研究において、トレーニング前のC/C馬
のミオスタチンmRNAレベルが最も高かったのは
驚きであった。しかし、トレーニング後にはC/T馬
の-2.38倍、T/T馬の-3.31倍に比べて、C/C馬のミオ
スタチンmRNAは最も大きな減少率（-5.88倍）を
示した。
　これらの結果から考えると、成長の様々なス
テージにおいて、ミオスタチンは複数の役割を果
たしている可能性がある。例えば、Type IIb線維の
発育や、ミトコンドリアの増加に起因する酸化酵
素活性の制御を含めた、筋肥大以外の機能の有無
が議論されている。今回のデータからは、ミオスタ
チン遺伝子発現の変化がサラブレッドの競走能力
に影響を与える詳しいメカニズムは特定できない
が、トレーニング期間におけるミオスタチン遺伝
子発現の減少がサラブレッドの骨格筋の成長や発

育に直接影響を与えている可能性が高そうであ
る。筋の成長や分化にミオスタチンが与える影響
はより複雑であり、単に筋の成長を抑制するだけ
ではなさそうである。
　サラブレッドではType IIb線維は今まで検出さ
れたことがないため、ミオスタチンが骨格筋の
Type IIb線維の発達に与える影響は特に興味深
い。また、サラブレッド集団において、近年選択淘
汰があったことを示す領域にミオスタチンと作用
しているシグナリング分子をコードする遺伝子が
存在することが報告されている。
　結論として、ミオスタチン遺伝子型とミオスタ
チン遺伝子発現の間には有意な相関があったが、
この相関はトレーニング後には消失していた。こ
の研究はウマの骨格筋においてミオスタチンが中
心的な役割を果たしていることを示しており、さ
らにミオスタチンの制御に関わるメカニズムや運
動誘発性の筋発達におけるミオスタチンの影響を
明らかにする一助となるだろう。
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第29回日本整形外科学会基礎学術集会

　第29回日本整形外科学会基礎学術集会は、「起
こせ！運動器維新」をテーマに鹿児島県の城山観
光ホテルで平成26年10月9日から10日まで開催
された。一般演題、シンポジウム・パネルディス
カッション、特別講演等を合わせると総演題数は
804題となり、日本における整形外科に関する基
礎学術集会としては最大規模の内容とのことで
あった。以下にその概要を報告する。

○ヒト滑膜間葉系幹細胞の純化及び機能解析
緒方勇亮ら（東京医科歯科大学）

　東京医科歯科大学付属病院では軟骨損傷を負っ
た患者の滑膜から採取した間葉系幹細胞を欠損部
へ移植する細胞治療が試みられており、一定の治
療効果が得られているそうだ。ウマではなじみの
少ない滑膜間葉系幹細胞であるが、軟骨再生には
骨髄間葉系幹細胞よりも優位点が多いことが報告
されている。しかし、骨髄間葉系幹細胞と比較して
滑膜間葉系幹細胞の詳細な機能については未だに
不明な点が多い。
　演者らは、間葉系幹細胞に特異的な表面抗原
(LNGFR, THY-1)を同定し、間葉系幹細胞を効率よ
く分離する方法を既に確立している。本発表では、
この間葉系幹細胞マーカーを用いて純化分離した
滑膜間葉系幹細胞と骨髄間葉系幹細胞との機能比
較について報告した。
　実験は人工関節置換術を行った患者から滑膜と
海綿骨を採取し、コラゲナー処理および抗体染色
を行い、フローサイトメトリーによって
LNGFR+THY-1+共陽性細胞を採取した。それらの
細胞についてCFU-Fの算出、培養後は骨・脂肪・軟
骨に分化誘導し、それぞれの定量化を実施した。
　フローサイトメーター解析の結果, 滑膜間葉系
幹細胞の方がLNGFR+THY-1+共陽性細胞の割合が
高く、CFU-Fを算出すると, 純化の有無に関わらず
滑膜間葉系幹細胞で高く、培養10日後の細胞数も

滑膜間葉系幹細胞が骨髄間葉系幹細胞よりも多く
なった。また、分化誘導の結果から、滑膜間葉系幹
細胞は脂肪になりにくく、骨・軟骨にはなりやすい
傾向があることを明らかとした。
　臨床に培養細胞を用いるには、より短期間で多
くの細胞数を得ることが望ましく、この点で骨髄
間葉系幹細胞よりも滑膜間葉系幹細胞は臨床応用
に優位であり、何よりも、軟骨・骨への分化指向性
が高いことから軟骨・骨疾患への応用に適してい
ると報告した。ヒトでは軟骨損傷の診断に内視鏡
検査を行い、その際に滑膜を採取できる機会があ
るが、競走馬臨床では内視鏡検査＝骨片摘出術実
施当日になることがほとんどである。競走馬臨床
では滑膜間葉系幹細胞の移植は難しいかも知れな
い。ただし、骨折発症後の関節液内には滑膜間葉系
幹細胞が出現してくることが報告されているの
で、これを用いれば競走馬臨床においても応用で
きるのかも知れない。

○Mohawkは骨髄間葉系幹細胞の腱靱帯分化を促
進する

小田邉浩二ら（スクリプス研究所）
　Homeobox Mohawk遺伝子(MKX)はマウス胚で
腱・靱帯に比較的特異的な発現パターンを示し、ま
たMKXノックアウトマウスでは腱の低形成を示
すことから、腱組織の発生には重要な役割を担う
遺伝子である。演者らは骨髄間葉系幹細胞の腱分
化をin vitroおよびin vivoで誘導し、MKXの発現パ
ターンとその役割について報告した。
　in  v i t roの実験として骨髄間葉系幹細胞を
BMP12で腱分化を促進させ、5日後に腱靱帯関連
遺伝子として1型コラーゲン（COL1A1）、Tenascin 
X B（ T N X B）、T e n a s c i n  C（ T N C） および
Tenomodulin（TNMD）の発現をQPCR法で比較し
たところ、腱靱帯関連遺伝子とともにMKXの発現
上昇を認めた。in vivoの実験としてラットのアキ

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

レス腱損傷モデルに骨髄間葉系幹細胞を移植し、
スカフォールドのみ移植した群と腱靱帯関連遺伝
子の発現を比較したところ、コントロール群に対
し骨髄間葉系幹細胞を移植した群ではCOL1A1, 
TNC, TNMD, MKXの発現上昇を認めた。また、アデ
ノウイルスベクターを用いてMKXを骨髄間葉系
幹細胞で過剰発現させると7日目にCOL1A1,  
TNXB, TNMD, TNCの発現が上昇し(p<0.05; n=9)、
1型コラーゲンのタンパク量も有意に増加した
(p<0.05; n=3) 。
　in vitro, in vivoの腱分化モデルで、骨髄間葉系幹
細胞のMkxの発現が上昇した。また、骨髄間葉系幹
細胞のMKXの過剰発現により、腱靱帯関連遺伝子
の発現が上昇し、1型コラーゲンの産生が促進さ
れた。これらのことからHomeobox Mohawk遺伝
子が骨髄間葉系幹細胞の腱分化において重要な役
割を果たしていると結論した。
　個人的に、以前から腱組織の発生に関与してい
るHomeobox Mohawk遺伝子に興味を持ってい
た。骨髄間葉系幹細胞が腱細胞へ分化する、また、
骨髄間葉系幹細胞が腱線維であるコラーゲン産生
を促進するという報告から、幹細胞移植による腱
組織の再生メカニズムにもHomeobox Mohawk遺
伝子が深く関与していることが示唆された。

(笠嶋快周)

○ゼラチンハイドロゲルシートを用いたPRP徐放
による肩腱板修復促進効果

加太佑吉ら（京都府立医科大学）
　ヒトの腱板損傷は40代以上になると無症候性
のものも含めて高率で発症し、一度断裂した腱板
を修復して肩機能を回復させるのは比較的困難で
ある。ウマの第1指節種子骨近位付着部における
繋靱帯脚断裂と似通った病態を示す。演者らは
ラット棘上筋腱を切り離し、上腕骨大結節母床に
再縫着させることで腱板損傷修復モデルを作製
し、多血小板血漿（PRP）とゼラチンハイドロゲル
シート（GHS）を利用して効果を検証した。
　実験にはラット18匹36肩を用いてモデルを作
製した。PBS、PRPを肩峰下滑液包に注入した群
（PBS群およびPRP群）、PBS、PRPを含浸させたGHS
を腱板縫着部に留置した群（PBS-GHS群、PRP-GHS

群）を作製した。術後2、4、8週（n=3）で検体を摘出
後、H E お よび s a f r a n i n  O 染 色を行い、
tendon-to-bone maturing scoreで定量評価した。
　μCT画像では、いずれの群においても異所性の
骨形成を認めなかった。組織所見では、術後2週
で、PRP使用群において多数の炎症性細胞や間葉
系細胞を認めた。その後、細胞数は全群で徐々に減
少した。術後8週では、全群で腱骨接合部に軟骨組
織の形成を認めたが、PRP-GHS群においてその軟
骨 細 胞 の 配 列 は 最 も 良 好 で あ っ た 。
tendon-to-bone maturing scoreは、全群で経時的
に改善し、術後8週のPRP-GHS群で他の群よりも
高かった。
　以上のことから演者らは、PRP単独では腱板の
良好な修復を促すのには不十分で、ゼラチンハイ
ドロゲルによる長期間の徐放が効果的であるとい
う結論を出していた。しかしゲルは術後4週およ
び8週の群では患部に認められなかったうえ、患
部周囲の成長因子濃度および遺伝子発現の測定を
行っていなかった。よって、本当にGHSが効果的で
あったのか、疑問が残る部分はある。しかしPRPに
よる組織修復促進作用は組織レベルで認められて
いて、PRPの効果自体は証明されているものと考
えているようであった。

○ラット筋損傷後修復、除痛過程における圧迫療
法、冷却療法による治療行為の差異

稲毛一秀ら（千葉大学）
　筋損傷に対する治療法はRICE（R: rest I: ice C: 
compression E: elevation）療法などの保存療法が
一般的であるが、その効果は不明な点が多い。そこ
で、ラット筋損傷モデルを用いて圧迫、冷却療法に
よる組織学的変化および筋肉由来の支配感覚神経
の特性変化を比較した。
　8週齢ラットを用いて、drop-mass法（おもりを
下肢部の筋肉に落として損傷を作る）にてモデル
作成し、損傷後3時間にラテックスゴムで損傷部
を30分圧迫（300mmHg）した圧迫群（n=36）、氷で
損傷部を30分冷却した冷却群（n=36）、未治療群
（n=36）の3群について比較を行った。損傷後3、6、
18、24時間、3日、1週、2週の腓腹筋をHE染色で評
価した。また、損傷後3、6、18、24時間の腓腹筋を

ELISA法にてTNF-αの定量評価を行った。損傷部
にはフルオロゴールド（FG）を留置し、損傷後3日
のL4後根神経節でCGRP（疼痛関連ペプチド）によ
る免疫組織化学的染色を行った。
　組織所見では、未治療群と比し、圧迫群は損傷後
6時間以降で出血や浮腫が少ない傾向にあった。
冷却群は、損傷後6時間で出血や浮腫は減少する
も、損傷後18時間以降で増強した。損傷後1週間で
未治療群は筋組織の壊死が残存していたが、圧迫
群、冷却群は筋線維修復が認められた。TNF-αに
ついては、圧迫群は未治療群と比べて損傷後3、6、
18時間ともに低値を示した。特に損傷後6時間で
有意に低値だった。冷却群は未治療群と比べて損
傷後3、6時間で一過性な上昇を示すも、損傷後18
時間では有意に低下した。L4後根神経節でのFGと
CGRPで二重標識される細胞の割合は、圧迫群、冷
却群ともに未治療群と比べて有意に低かった。
　圧迫、冷却療法による筋線維損傷への働きかけ
方はそれぞれ異なる。しかしともに受傷後におけ
る組織修復作用や疼痛緩和作用に効果的であるこ
とが考えられた。圧迫群と冷却群とで患部におけ
るサイトカインの動態が異なることについて明確
な考察は避けていたが、組織所見の違いに及ぼし
た影響についてはその関連性を指摘していた。今
回測定したサイトカインはTNF-αのみであった
が、IL-6は個体間の測定誤差が大きいので今回は
測定しなかったとのことだった。なお、結果を踏ま
えて演者が推奨した筋損傷後の処置としては、圧
迫が理想的だとのことであった。

（福田健太郎）

○パネルディスカッション　感染研究の最前線と
臨床への応用
①整形外科領域感染症の臨床における問題点

川村英樹（鹿児島大学）
②整形外科領域感染症への微生物学的アプローチ

森永芳智（長崎大学）
③骨・関節感染症の遺伝子診断

大楠清文（東京医科大学）
④人工関節周囲感染の新しい診断法の臨床応用

稲葉　裕（横浜市立大学）
　整形外科領域における術部感染症（Surgical site 

infection）は患者および医師にとって治療が難し
く、負担の非常に大きい疾患である。特に、近年抗
菌薬耐性菌の増加は整形外科領域にも極めて深刻
な事態を招いており、この分野は非常に注目され
ている。本ディスカッションでは、細菌学的および
臨床的な観点から整形外科手術における感染症の
予防と治療に関する検討が実施された。
　①と②の演題は微生物学的な立場から、感染予
防などについての報告であった。やはり、この領域
における最大の敵はメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（MRSA）であり、この特性について議論された。
特に人工関節やインプラント挿入では、MRSAな
どの感染菌がバイオフィルムを形成するため、抗
菌薬の効果が阻害され治癒が困難となる。
　また、この分野において治療を困難にさせる原
因の一つとして、病原体分離が容易ではないとい
うことがある。すでに閉創している内部での感染
や、すでに抗菌薬投与を受けている段階では菌を
分離することができず、適切な抗菌薬選択が難し
い症例も多い。また、近年注目されていることとし
て、培養時に出てくるsmall colony variantと呼ば
れる小コロニー群は検査の対象になりにくく、こ
れらの菌が抗菌薬をすり抜けて病気の再発などに
関与している可能性が示された。無菌手術下にお
いても、これらのコンタミネーションを完全に避
けることは難しく、更なる対策が求められている。
　③と④では、培養検査ではなく遺伝子検査を臨
床に応用する演題であった。抗菌薬の投与下など
では、スタンダードな培養検査では分離されない
症例があるため、それを広域PCRで診断しようと
するものである。また、人工関節の感染において
は、一旦関節を外して抗菌薬ビーズなどの素材を
留置し、感染を抑えてから再度人工関節を入れる
のが一般的であるが、この場合関節を外して初め
て菌が分離できるため、数日の培養検査を待って
抗菌薬ビーズを選択することは不可能である。こ
の報告では手術中にPCRをかけて簡易的に菌を同
定し、感受性検査はできないが、過去の傾向から適
した抗菌薬ビーズを選択し使用している。当然、感
染症の状態は様々な角度から診断するもので、
PCRの結果のみによるものではないが、一助には
なると考えられた。

○破骨細胞研究と骨吸収抑制骨粗鬆症薬
秋山治彦（岐阜大学）

　破骨細胞の研究はヒトの骨粗鬆研究では非常に
重要な分野であり、研究が盛んに行われている。骨
粗鬆症においては骨芽細胞と破骨細胞のバランス
が崩れ、骨量の減少のため骨折などを引き起こさ
れる。それらに対し、骨芽細胞や破骨細胞の働きを
解析し、治療薬が開発されている。
　最も古くから使用されている薬品は、ビスホス
ホネート製剤である。これらは破骨細胞にアポ
トーシスを引き起こし、破骨細胞の働きを抑制し、
骨増量を期待する薬剤である。現在最も一般的に
使用されている薬剤であるが、問題点としては破
骨細胞の働きに加え骨芽細胞の働きも抑制してし
まうことや、長期投与では増量効果が持続しない
ことがある。
　テリパラチド（PTH　パラソルモン）は、副甲状
腺ホルモンを製剤化した薬剤である。本来PTHは
骨芽細胞を促進し、骨を吸収し血中カルシウム濃
度を上昇させるホルモンである。長時間このホル
モンが作用すると骨吸収が促進され骨は無くなる
が、間欠的投与では逆に骨形成が促進されるため、
骨粗鬆薬として使用されている。ビスホスホネー
ト製剤のような破骨細胞を抑制する薬品は骨吸収
を抑え、骨増量を期待する薬品だが、PTHは骨形成
を直接促進する薬剤である。そのため、近年では骨
折の癒合不全例にも応用されている。ビスホス
ネートで骨増量が一定で止まってしまった症例に
も、骨増量が期待できるとのことであった。
　これらに加えて、近年抗RANKLモノクローナル
抗体であるデノスマブが発売された。これは、破骨
細胞の活性因子であるRANKLに対する抗体であ
る。RANKLは骨芽細胞から発現し、破骨細胞の
RANKに結合して、破骨細胞は活性化する。この働
きを阻害することにより、破骨細胞を抑制し、骨増
量を期待する薬品である。今後の臨床成績の報告
が期待される。

（黒田泰輔）

○磁気ターゲティング法を用いた骨髄間葉系幹細
胞移植における生体発光イメージングを用いた移
植細胞の動態解析

兒玉祥ら(広島県障害者リハビリテーションセン
ター)
　演者らのグループは、MRI用造影剤で磁気標識
した骨髄間葉系幹細胞(MSC)を、体外磁場装置を
用いて損傷部位に効率よく集積させる方法を開発
し、これまでに本法によって骨、軟骨、筋、脊髄神経
における組織修復を促進したことを報告してい
る。今回は、磁気標識したMSCをラット大腿骨骨折
モデルに移植し、その細胞の生体内での動態に関
して報告があった。
　演者らは、ルシフェラーゼ遺伝子導入された
ラットのMSCを樹立した後、その細胞を磁気標識
し、大腿骨骨折モデル(野生型ラット)の骨折部位
に投与した。細胞投与時に磁場を作用させた群
(MSC+M群)と、磁場を作用させなかった群(MSC
群)、そして細胞ではなくPBSのみを投与した群
(PBS群)の3群を作成した。その後、移植細胞の増減
と分布の経時的変化を生体発光イメージングで観
察し、骨形成をX線学的および組織学的に評価し
た。
　その結果、骨折部での発光強度はいずれの細胞
移植群においても移植後3日で著明に増強し、そ
の後漸減した。移植後3日から4週ではMSC+M群
で有意に高い発光強度を示した。発光の分布は
MSC+M群が骨折部位に集積していた一方、MSC群
では大腿部に拡散していた。X線学的および組織
学的な評価では、MSC+M群の仮骨形成が有意で
あった。
　生体発光イメージングは、発光強度の増減にて
移植細胞数を定量化でき、その発光の分布にて移
植細胞の集積を観察することができたことから、
細胞治療研究において移植方法の良否を検討する
有用な評価方法になると演者らは考えている。

○変形性膝関節症に対する滑膜幹細胞移植による
再生医療の試み

関矢一郎ら(東京医科歯科大学)
　滑膜間葉系幹細胞は自己血清による増殖能と軟
骨分化能が高いことから、軟骨再生の細胞源とし
て有用であると考えられている。演者らのグルー
プは、2008年から膝関節軟骨欠損に対して自己滑
膜間葉系幹細胞を関節鏡下で移植する臨床研究を

実施しており、これまでの研究から、大腿骨顆部軟
骨欠損部に培養した幹細胞(液体状)を10分間静置
することによって、静置した幹細胞のおよそ6割
が軟骨欠損部に定着することを明らかにしている
(残りの4割は滑膜に流出するが、追跡調査の結果、
副作用等はなかった)。
　今回、演者らは本手法を半月板損傷の治療に応
用するための研究を報告した。
　演者らはマイクロミニピッグの両肢に手術を実
施して、半月板損傷モデルを作製した後、同一個体
から得られた滑膜間葉系幹細胞を培養し、損傷部
に10分間静置した。術後2週目、4週目、12週目に
幹細胞投与肢と、その対側肢(コントロール)の損
傷部を組織学的に比較した。
　その結果、幹細胞投与肢はコントロール肢より
もいずれも修復が進んでいた。特に幹細胞投与肢
では滑膜組織の再生が明瞭であった。
　これまでにも、滑膜間葉系細胞が滑膜組織の再
生誘導を上昇させる報告があることから、演者ら

は本手法であっても幹細胞を半月板に移植するこ
とが可能であり、幹細胞移植が半月板損傷の修復
に寄与したと考えている。
　幹細胞移植が骨、軟骨、半月板、腱・靭帯などの修
復に寄与していることを示す報告は上記以外にも
多数あったことから、幹細胞を用いた治療は今後
も様々な分野でますます研究が進んでいくことが
期待される。特に、幹細胞を効率的に投与する方法
については、幹細胞に関する基礎研究と、臨床現場
での応用を橋渡しする研究として注目されてい
る。上記2報告はいずれも特別な足場素材(スキャ
フォールド；幹細胞の治療効果を高める構造物)を
使用することなく、幹細胞の治療効果を高めるこ
とが可能であることから、比較的、競走馬の幹細胞
療法に応用しやすいと考えられた。今後、靭帯・腱
分野でもこういった基礎研究および臨床研究が進
むことを期待する。

(田村周久)
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　第29回日本整形外科学会基礎学術集会は、「起
こせ！運動器維新」をテーマに鹿児島県の城山観
光ホテルで平成26年10月9日から10日まで開催
された。一般演題、シンポジウム・パネルディス
カッション、特別講演等を合わせると総演題数は
804題となり、日本における整形外科に関する基
礎学術集会としては最大規模の内容とのことで
あった。以下にその概要を報告する。

○ヒト滑膜間葉系幹細胞の純化及び機能解析
緒方勇亮ら（東京医科歯科大学）

　東京医科歯科大学付属病院では軟骨損傷を負っ
た患者の滑膜から採取した間葉系幹細胞を欠損部
へ移植する細胞治療が試みられており、一定の治
療効果が得られているそうだ。ウマではなじみの
少ない滑膜間葉系幹細胞であるが、軟骨再生には
骨髄間葉系幹細胞よりも優位点が多いことが報告
されている。しかし、骨髄間葉系幹細胞と比較して
滑膜間葉系幹細胞の詳細な機能については未だに
不明な点が多い。
　演者らは、間葉系幹細胞に特異的な表面抗原
(LNGFR, THY-1)を同定し、間葉系幹細胞を効率よ
く分離する方法を既に確立している。本発表では、
この間葉系幹細胞マーカーを用いて純化分離した
滑膜間葉系幹細胞と骨髄間葉系幹細胞との機能比
較について報告した。
　実験は人工関節置換術を行った患者から滑膜と
海綿骨を採取し、コラゲナー処理および抗体染色
を行い、フローサイトメトリーによって
LNGFR+THY-1+共陽性細胞を採取した。それらの
細胞についてCFU-Fの算出、培養後は骨・脂肪・軟
骨に分化誘導し、それぞれの定量化を実施した。
　フローサイトメーター解析の結果, 滑膜間葉系
幹細胞の方がLNGFR+THY-1+共陽性細胞の割合が
高く、CFU-Fを算出すると, 純化の有無に関わらず
滑膜間葉系幹細胞で高く、培養10日後の細胞数も

滑膜間葉系幹細胞が骨髄間葉系幹細胞よりも多く
なった。また、分化誘導の結果から、滑膜間葉系幹
細胞は脂肪になりにくく、骨・軟骨にはなりやすい
傾向があることを明らかとした。
　臨床に培養細胞を用いるには、より短期間で多
くの細胞数を得ることが望ましく、この点で骨髄
間葉系幹細胞よりも滑膜間葉系幹細胞は臨床応用
に優位であり、何よりも、軟骨・骨への分化指向性
が高いことから軟骨・骨疾患への応用に適してい
ると報告した。ヒトでは軟骨損傷の診断に内視鏡
検査を行い、その際に滑膜を採取できる機会があ
るが、競走馬臨床では内視鏡検査＝骨片摘出術実
施当日になることがほとんどである。競走馬臨床
では滑膜間葉系幹細胞の移植は難しいかも知れな
い。ただし、骨折発症後の関節液内には滑膜間葉系
幹細胞が出現してくることが報告されているの
で、これを用いれば競走馬臨床においても応用で
きるのかも知れない。

○Mohawkは骨髄間葉系幹細胞の腱靱帯分化を促
進する

小田邉浩二ら（スクリプス研究所）
　Homeobox Mohawk遺伝子(MKX)はマウス胚で
腱・靱帯に比較的特異的な発現パターンを示し、ま
たMKXノックアウトマウスでは腱の低形成を示
すことから、腱組織の発生には重要な役割を担う
遺伝子である。演者らは骨髄間葉系幹細胞の腱分
化をin vitroおよびin vivoで誘導し、MKXの発現パ
ターンとその役割について報告した。
　in  v i t roの実験として骨髄間葉系幹細胞を
BMP12で腱分化を促進させ、5日後に腱靱帯関連
遺伝子として1型コラーゲン（COL1A1）、Tenascin 
X B（ T N X B）、T e n a s c i n  C（ T N C） および
Tenomodulin（TNMD）の発現をQPCR法で比較し
たところ、腱靱帯関連遺伝子とともにMKXの発現
上昇を認めた。in vivoの実験としてラットのアキ

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

レス腱損傷モデルに骨髄間葉系幹細胞を移植し、
スカフォールドのみ移植した群と腱靱帯関連遺伝
子の発現を比較したところ、コントロール群に対
し骨髄間葉系幹細胞を移植した群ではCOL1A1, 
TNC, TNMD, MKXの発現上昇を認めた。また、アデ
ノウイルスベクターを用いてMKXを骨髄間葉系
幹細胞で過剰発現させると7日目にCOL1A1,  
TNXB, TNMD, TNCの発現が上昇し(p<0.05; n=9)、
1型コラーゲンのタンパク量も有意に増加した
(p<0.05; n=3) 。
　in vitro, in vivoの腱分化モデルで、骨髄間葉系幹
細胞のMkxの発現が上昇した。また、骨髄間葉系幹
細胞のMKXの過剰発現により、腱靱帯関連遺伝子
の発現が上昇し、1型コラーゲンの産生が促進さ
れた。これらのことからHomeobox Mohawk遺伝
子が骨髄間葉系幹細胞の腱分化において重要な役
割を果たしていると結論した。
　個人的に、以前から腱組織の発生に関与してい
るHomeobox Mohawk遺伝子に興味を持ってい
た。骨髄間葉系幹細胞が腱細胞へ分化する、また、
骨髄間葉系幹細胞が腱線維であるコラーゲン産生
を促進するという報告から、幹細胞移植による腱
組織の再生メカニズムにもHomeobox Mohawk遺
伝子が深く関与していることが示唆された。

(笠嶋快周)

○ゼラチンハイドロゲルシートを用いたPRP徐放
による肩腱板修復促進効果

加太佑吉ら（京都府立医科大学）
　ヒトの腱板損傷は40代以上になると無症候性
のものも含めて高率で発症し、一度断裂した腱板
を修復して肩機能を回復させるのは比較的困難で
ある。ウマの第1指節種子骨近位付着部における
繋靱帯脚断裂と似通った病態を示す。演者らは
ラット棘上筋腱を切り離し、上腕骨大結節母床に
再縫着させることで腱板損傷修復モデルを作製
し、多血小板血漿（PRP）とゼラチンハイドロゲル
シート（GHS）を利用して効果を検証した。
　実験にはラット18匹36肩を用いてモデルを作
製した。PBS、PRPを肩峰下滑液包に注入した群
（PBS群およびPRP群）、PBS、PRPを含浸させたGHS
を腱板縫着部に留置した群（PBS-GHS群、PRP-GHS

群）を作製した。術後2、4、8週（n=3）で検体を摘出
後、H E お よび s a f r a n i n  O 染 色を行い、
tendon-to-bone maturing scoreで定量評価した。
　μCT画像では、いずれの群においても異所性の
骨形成を認めなかった。組織所見では、術後2週
で、PRP使用群において多数の炎症性細胞や間葉
系細胞を認めた。その後、細胞数は全群で徐々に減
少した。術後8週では、全群で腱骨接合部に軟骨組
織の形成を認めたが、PRP-GHS群においてその軟
骨 細 胞 の 配 列 は 最 も 良 好 で あ っ た 。
tendon-to-bone maturing scoreは、全群で経時的
に改善し、術後8週のPRP-GHS群で他の群よりも
高かった。
　以上のことから演者らは、PRP単独では腱板の
良好な修復を促すのには不十分で、ゼラチンハイ
ドロゲルによる長期間の徐放が効果的であるとい
う結論を出していた。しかしゲルは術後4週およ
び8週の群では患部に認められなかったうえ、患
部周囲の成長因子濃度および遺伝子発現の測定を
行っていなかった。よって、本当にGHSが効果的で
あったのか、疑問が残る部分はある。しかしPRPに
よる組織修復促進作用は組織レベルで認められて
いて、PRPの効果自体は証明されているものと考
えているようであった。

○ラット筋損傷後修復、除痛過程における圧迫療
法、冷却療法による治療行為の差異

稲毛一秀ら（千葉大学）
　筋損傷に対する治療法はRICE（R: rest I: ice C: 
compression E: elevation）療法などの保存療法が
一般的であるが、その効果は不明な点が多い。そこ
で、ラット筋損傷モデルを用いて圧迫、冷却療法に
よる組織学的変化および筋肉由来の支配感覚神経
の特性変化を比較した。
　8週齢ラットを用いて、drop-mass法（おもりを
下肢部の筋肉に落として損傷を作る）にてモデル
作成し、損傷後3時間にラテックスゴムで損傷部
を30分圧迫（300mmHg）した圧迫群（n=36）、氷で
損傷部を30分冷却した冷却群（n=36）、未治療群
（n=36）の3群について比較を行った。損傷後3、6、
18、24時間、3日、1週、2週の腓腹筋をHE染色で評
価した。また、損傷後3、6、18、24時間の腓腹筋を

ELISA法にてTNF-αの定量評価を行った。損傷部
にはフルオロゴールド（FG）を留置し、損傷後3日
のL4後根神経節でCGRP（疼痛関連ペプチド）によ
る免疫組織化学的染色を行った。
　組織所見では、未治療群と比し、圧迫群は損傷後
6時間以降で出血や浮腫が少ない傾向にあった。
冷却群は、損傷後6時間で出血や浮腫は減少する
も、損傷後18時間以降で増強した。損傷後1週間で
未治療群は筋組織の壊死が残存していたが、圧迫
群、冷却群は筋線維修復が認められた。TNF-αに
ついては、圧迫群は未治療群と比べて損傷後3、6、
18時間ともに低値を示した。特に損傷後6時間で
有意に低値だった。冷却群は未治療群と比べて損
傷後3、6時間で一過性な上昇を示すも、損傷後18
時間では有意に低下した。L4後根神経節でのFGと
CGRPで二重標識される細胞の割合は、圧迫群、冷
却群ともに未治療群と比べて有意に低かった。
　圧迫、冷却療法による筋線維損傷への働きかけ
方はそれぞれ異なる。しかしともに受傷後におけ
る組織修復作用や疼痛緩和作用に効果的であるこ
とが考えられた。圧迫群と冷却群とで患部におけ
るサイトカインの動態が異なることについて明確
な考察は避けていたが、組織所見の違いに及ぼし
た影響についてはその関連性を指摘していた。今
回測定したサイトカインはTNF-αのみであった
が、IL-6は個体間の測定誤差が大きいので今回は
測定しなかったとのことだった。なお、結果を踏ま
えて演者が推奨した筋損傷後の処置としては、圧
迫が理想的だとのことであった。

（福田健太郎）

○パネルディスカッション　感染研究の最前線と
臨床への応用
①整形外科領域感染症の臨床における問題点

川村英樹（鹿児島大学）
②整形外科領域感染症への微生物学的アプローチ

森永芳智（長崎大学）
③骨・関節感染症の遺伝子診断

大楠清文（東京医科大学）
④人工関節周囲感染の新しい診断法の臨床応用

稲葉　裕（横浜市立大学）
　整形外科領域における術部感染症（Surgical site 

infection）は患者および医師にとって治療が難し
く、負担の非常に大きい疾患である。特に、近年抗
菌薬耐性菌の増加は整形外科領域にも極めて深刻
な事態を招いており、この分野は非常に注目され
ている。本ディスカッションでは、細菌学的および
臨床的な観点から整形外科手術における感染症の
予防と治療に関する検討が実施された。
　①と②の演題は微生物学的な立場から、感染予
防などについての報告であった。やはり、この領域
における最大の敵はメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（MRSA）であり、この特性について議論された。
特に人工関節やインプラント挿入では、MRSAな
どの感染菌がバイオフィルムを形成するため、抗
菌薬の効果が阻害され治癒が困難となる。
　また、この分野において治療を困難にさせる原
因の一つとして、病原体分離が容易ではないとい
うことがある。すでに閉創している内部での感染
や、すでに抗菌薬投与を受けている段階では菌を
分離することができず、適切な抗菌薬選択が難し
い症例も多い。また、近年注目されていることとし
て、培養時に出てくるsmall colony variantと呼ば
れる小コロニー群は検査の対象になりにくく、こ
れらの菌が抗菌薬をすり抜けて病気の再発などに
関与している可能性が示された。無菌手術下にお
いても、これらのコンタミネーションを完全に避
けることは難しく、更なる対策が求められている。
　③と④では、培養検査ではなく遺伝子検査を臨
床に応用する演題であった。抗菌薬の投与下など
では、スタンダードな培養検査では分離されない
症例があるため、それを広域PCRで診断しようと
するものである。また、人工関節の感染において
は、一旦関節を外して抗菌薬ビーズなどの素材を
留置し、感染を抑えてから再度人工関節を入れる
のが一般的であるが、この場合関節を外して初め
て菌が分離できるため、数日の培養検査を待って
抗菌薬ビーズを選択することは不可能である。こ
の報告では手術中にPCRをかけて簡易的に菌を同
定し、感受性検査はできないが、過去の傾向から適
した抗菌薬ビーズを選択し使用している。当然、感
染症の状態は様々な角度から診断するもので、
PCRの結果のみによるものではないが、一助には
なると考えられた。

○破骨細胞研究と骨吸収抑制骨粗鬆症薬
秋山治彦（岐阜大学）

　破骨細胞の研究はヒトの骨粗鬆研究では非常に
重要な分野であり、研究が盛んに行われている。骨
粗鬆症においては骨芽細胞と破骨細胞のバランス
が崩れ、骨量の減少のため骨折などを引き起こさ
れる。それらに対し、骨芽細胞や破骨細胞の働きを
解析し、治療薬が開発されている。
　最も古くから使用されている薬品は、ビスホス
ホネート製剤である。これらは破骨細胞にアポ
トーシスを引き起こし、破骨細胞の働きを抑制し、
骨増量を期待する薬剤である。現在最も一般的に
使用されている薬剤であるが、問題点としては破
骨細胞の働きに加え骨芽細胞の働きも抑制してし
まうことや、長期投与では増量効果が持続しない
ことがある。
　テリパラチド（PTH　パラソルモン）は、副甲状
腺ホルモンを製剤化した薬剤である。本来PTHは
骨芽細胞を促進し、骨を吸収し血中カルシウム濃
度を上昇させるホルモンである。長時間このホル
モンが作用すると骨吸収が促進され骨は無くなる
が、間欠的投与では逆に骨形成が促進されるため、
骨粗鬆薬として使用されている。ビスホスホネー
ト製剤のような破骨細胞を抑制する薬品は骨吸収
を抑え、骨増量を期待する薬品だが、PTHは骨形成
を直接促進する薬剤である。そのため、近年では骨
折の癒合不全例にも応用されている。ビスホス
ネートで骨増量が一定で止まってしまった症例に
も、骨増量が期待できるとのことであった。
　これらに加えて、近年抗RANKLモノクローナル
抗体であるデノスマブが発売された。これは、破骨
細胞の活性因子であるRANKLに対する抗体であ
る。RANKLは骨芽細胞から発現し、破骨細胞の
RANKに結合して、破骨細胞は活性化する。この働
きを阻害することにより、破骨細胞を抑制し、骨増
量を期待する薬品である。今後の臨床成績の報告
が期待される。

（黒田泰輔）

○磁気ターゲティング法を用いた骨髄間葉系幹細
胞移植における生体発光イメージングを用いた移
植細胞の動態解析

兒玉祥ら(広島県障害者リハビリテーションセン
ター)
　演者らのグループは、MRI用造影剤で磁気標識
した骨髄間葉系幹細胞(MSC)を、体外磁場装置を
用いて損傷部位に効率よく集積させる方法を開発
し、これまでに本法によって骨、軟骨、筋、脊髄神経
における組織修復を促進したことを報告してい
る。今回は、磁気標識したMSCをラット大腿骨骨折
モデルに移植し、その細胞の生体内での動態に関
して報告があった。
　演者らは、ルシフェラーゼ遺伝子導入された
ラットのMSCを樹立した後、その細胞を磁気標識
し、大腿骨骨折モデル(野生型ラット)の骨折部位
に投与した。細胞投与時に磁場を作用させた群
(MSC+M群)と、磁場を作用させなかった群(MSC
群)、そして細胞ではなくPBSのみを投与した群
(PBS群)の3群を作成した。その後、移植細胞の増減
と分布の経時的変化を生体発光イメージングで観
察し、骨形成をX線学的および組織学的に評価し
た。
　その結果、骨折部での発光強度はいずれの細胞
移植群においても移植後3日で著明に増強し、そ
の後漸減した。移植後3日から4週ではMSC+M群
で有意に高い発光強度を示した。発光の分布は
MSC+M群が骨折部位に集積していた一方、MSC群
では大腿部に拡散していた。X線学的および組織
学的な評価では、MSC+M群の仮骨形成が有意で
あった。
　生体発光イメージングは、発光強度の増減にて
移植細胞数を定量化でき、その発光の分布にて移
植細胞の集積を観察することができたことから、
細胞治療研究において移植方法の良否を検討する
有用な評価方法になると演者らは考えている。

○変形性膝関節症に対する滑膜幹細胞移植による
再生医療の試み

関矢一郎ら(東京医科歯科大学)
　滑膜間葉系幹細胞は自己血清による増殖能と軟
骨分化能が高いことから、軟骨再生の細胞源とし
て有用であると考えられている。演者らのグルー
プは、2008年から膝関節軟骨欠損に対して自己滑
膜間葉系幹細胞を関節鏡下で移植する臨床研究を

実施しており、これまでの研究から、大腿骨顆部軟
骨欠損部に培養した幹細胞(液体状)を10分間静置
することによって、静置した幹細胞のおよそ6割
が軟骨欠損部に定着することを明らかにしている
(残りの4割は滑膜に流出するが、追跡調査の結果、
副作用等はなかった)。
　今回、演者らは本手法を半月板損傷の治療に応
用するための研究を報告した。
　演者らはマイクロミニピッグの両肢に手術を実
施して、半月板損傷モデルを作製した後、同一個体
から得られた滑膜間葉系幹細胞を培養し、損傷部
に10分間静置した。術後2週目、4週目、12週目に
幹細胞投与肢と、その対側肢(コントロール)の損
傷部を組織学的に比較した。
　その結果、幹細胞投与肢はコントロール肢より
もいずれも修復が進んでいた。特に幹細胞投与肢
では滑膜組織の再生が明瞭であった。
　これまでにも、滑膜間葉系細胞が滑膜組織の再
生誘導を上昇させる報告があることから、演者ら

は本手法であっても幹細胞を半月板に移植するこ
とが可能であり、幹細胞移植が半月板損傷の修復
に寄与したと考えている。
　幹細胞移植が骨、軟骨、半月板、腱・靭帯などの修
復に寄与していることを示す報告は上記以外にも
多数あったことから、幹細胞を用いた治療は今後
も様々な分野でますます研究が進んでいくことが
期待される。特に、幹細胞を効率的に投与する方法
については、幹細胞に関する基礎研究と、臨床現場
での応用を橋渡しする研究として注目されてい
る。上記2報告はいずれも特別な足場素材(スキャ
フォールド；幹細胞の治療効果を高める構造物)を
使用することなく、幹細胞の治療効果を高めるこ
とが可能であることから、比較的、競走馬の幹細胞
療法に応用しやすいと考えられた。今後、靭帯・腱
分野でもこういった基礎研究および臨床研究が進
むことを期待する。

(田村周久)
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　第29回日本整形外科学会基礎学術集会は、「起
こせ！運動器維新」をテーマに鹿児島県の城山観
光ホテルで平成26年10月9日から10日まで開催
された。一般演題、シンポジウム・パネルディス
カッション、特別講演等を合わせると総演題数は
804題となり、日本における整形外科に関する基
礎学術集会としては最大規模の内容とのことで
あった。以下にその概要を報告する。

○ヒト滑膜間葉系幹細胞の純化及び機能解析
緒方勇亮ら（東京医科歯科大学）

　東京医科歯科大学付属病院では軟骨損傷を負っ
た患者の滑膜から採取した間葉系幹細胞を欠損部
へ移植する細胞治療が試みられており、一定の治
療効果が得られているそうだ。ウマではなじみの
少ない滑膜間葉系幹細胞であるが、軟骨再生には
骨髄間葉系幹細胞よりも優位点が多いことが報告
されている。しかし、骨髄間葉系幹細胞と比較して
滑膜間葉系幹細胞の詳細な機能については未だに
不明な点が多い。
　演者らは、間葉系幹細胞に特異的な表面抗原
(LNGFR, THY-1)を同定し、間葉系幹細胞を効率よ
く分離する方法を既に確立している。本発表では、
この間葉系幹細胞マーカーを用いて純化分離した
滑膜間葉系幹細胞と骨髄間葉系幹細胞との機能比
較について報告した。
　実験は人工関節置換術を行った患者から滑膜と
海綿骨を採取し、コラゲナー処理および抗体染色
を行い、フローサイトメトリーによって
LNGFR+THY-1+共陽性細胞を採取した。それらの
細胞についてCFU-Fの算出、培養後は骨・脂肪・軟
骨に分化誘導し、それぞれの定量化を実施した。
　フローサイトメーター解析の結果, 滑膜間葉系
幹細胞の方がLNGFR+THY-1+共陽性細胞の割合が
高く、CFU-Fを算出すると, 純化の有無に関わらず
滑膜間葉系幹細胞で高く、培養10日後の細胞数も

滑膜間葉系幹細胞が骨髄間葉系幹細胞よりも多く
なった。また、分化誘導の結果から、滑膜間葉系幹
細胞は脂肪になりにくく、骨・軟骨にはなりやすい
傾向があることを明らかとした。
　臨床に培養細胞を用いるには、より短期間で多
くの細胞数を得ることが望ましく、この点で骨髄
間葉系幹細胞よりも滑膜間葉系幹細胞は臨床応用
に優位であり、何よりも、軟骨・骨への分化指向性
が高いことから軟骨・骨疾患への応用に適してい
ると報告した。ヒトでは軟骨損傷の診断に内視鏡
検査を行い、その際に滑膜を採取できる機会があ
るが、競走馬臨床では内視鏡検査＝骨片摘出術実
施当日になることがほとんどである。競走馬臨床
では滑膜間葉系幹細胞の移植は難しいかも知れな
い。ただし、骨折発症後の関節液内には滑膜間葉系
幹細胞が出現してくることが報告されているの
で、これを用いれば競走馬臨床においても応用で
きるのかも知れない。

○Mohawkは骨髄間葉系幹細胞の腱靱帯分化を促
進する

小田邉浩二ら（スクリプス研究所）
　Homeobox Mohawk遺伝子(MKX)はマウス胚で
腱・靱帯に比較的特異的な発現パターンを示し、ま
たMKXノックアウトマウスでは腱の低形成を示
すことから、腱組織の発生には重要な役割を担う
遺伝子である。演者らは骨髄間葉系幹細胞の腱分
化をin vitroおよびin vivoで誘導し、MKXの発現パ
ターンとその役割について報告した。
　in  v i t roの実験として骨髄間葉系幹細胞を
BMP12で腱分化を促進させ、5日後に腱靱帯関連
遺伝子として1型コラーゲン（COL1A1）、Tenascin 
X B（ T N X B）、T e n a s c i n  C（ T N C） および
Tenomodulin（TNMD）の発現をQPCR法で比較し
たところ、腱靱帯関連遺伝子とともにMKXの発現
上昇を認めた。in vivoの実験としてラットのアキ

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

レス腱損傷モデルに骨髄間葉系幹細胞を移植し、
スカフォールドのみ移植した群と腱靱帯関連遺伝
子の発現を比較したところ、コントロール群に対
し骨髄間葉系幹細胞を移植した群ではCOL1A1, 
TNC, TNMD, MKXの発現上昇を認めた。また、アデ
ノウイルスベクターを用いてMKXを骨髄間葉系
幹細胞で過剰発現させると7日目にCOL1A1,  
TNXB, TNMD, TNCの発現が上昇し(p<0.05; n=9)、
1型コラーゲンのタンパク量も有意に増加した
(p<0.05; n=3) 。
　in vitro, in vivoの腱分化モデルで、骨髄間葉系幹
細胞のMkxの発現が上昇した。また、骨髄間葉系幹
細胞のMKXの過剰発現により、腱靱帯関連遺伝子
の発現が上昇し、1型コラーゲンの産生が促進さ
れた。これらのことからHomeobox Mohawk遺伝
子が骨髄間葉系幹細胞の腱分化において重要な役
割を果たしていると結論した。
　個人的に、以前から腱組織の発生に関与してい
るHomeobox Mohawk遺伝子に興味を持ってい
た。骨髄間葉系幹細胞が腱細胞へ分化する、また、
骨髄間葉系幹細胞が腱線維であるコラーゲン産生
を促進するという報告から、幹細胞移植による腱
組織の再生メカニズムにもHomeobox Mohawk遺
伝子が深く関与していることが示唆された。

(笠嶋快周)

○ゼラチンハイドロゲルシートを用いたPRP徐放
による肩腱板修復促進効果

加太佑吉ら（京都府立医科大学）
　ヒトの腱板損傷は40代以上になると無症候性
のものも含めて高率で発症し、一度断裂した腱板
を修復して肩機能を回復させるのは比較的困難で
ある。ウマの第1指節種子骨近位付着部における
繋靱帯脚断裂と似通った病態を示す。演者らは
ラット棘上筋腱を切り離し、上腕骨大結節母床に
再縫着させることで腱板損傷修復モデルを作製
し、多血小板血漿（PRP）とゼラチンハイドロゲル
シート（GHS）を利用して効果を検証した。
　実験にはラット18匹36肩を用いてモデルを作
製した。PBS、PRPを肩峰下滑液包に注入した群
（PBS群およびPRP群）、PBS、PRPを含浸させたGHS
を腱板縫着部に留置した群（PBS-GHS群、PRP-GHS

群）を作製した。術後2、4、8週（n=3）で検体を摘出
後、H E お よび s a f r a n i n  O 染 色を行い、
tendon-to-bone maturing scoreで定量評価した。
　μCT画像では、いずれの群においても異所性の
骨形成を認めなかった。組織所見では、術後2週
で、PRP使用群において多数の炎症性細胞や間葉
系細胞を認めた。その後、細胞数は全群で徐々に減
少した。術後8週では、全群で腱骨接合部に軟骨組
織の形成を認めたが、PRP-GHS群においてその軟
骨 細 胞 の 配 列 は 最 も 良 好 で あ っ た 。
tendon-to-bone maturing scoreは、全群で経時的
に改善し、術後8週のPRP-GHS群で他の群よりも
高かった。
　以上のことから演者らは、PRP単独では腱板の
良好な修復を促すのには不十分で、ゼラチンハイ
ドロゲルによる長期間の徐放が効果的であるとい
う結論を出していた。しかしゲルは術後4週およ
び8週の群では患部に認められなかったうえ、患
部周囲の成長因子濃度および遺伝子発現の測定を
行っていなかった。よって、本当にGHSが効果的で
あったのか、疑問が残る部分はある。しかしPRPに
よる組織修復促進作用は組織レベルで認められて
いて、PRPの効果自体は証明されているものと考
えているようであった。

○ラット筋損傷後修復、除痛過程における圧迫療
法、冷却療法による治療行為の差異

稲毛一秀ら（千葉大学）
　筋損傷に対する治療法はRICE（R: rest I: ice C: 
compression E: elevation）療法などの保存療法が
一般的であるが、その効果は不明な点が多い。そこ
で、ラット筋損傷モデルを用いて圧迫、冷却療法に
よる組織学的変化および筋肉由来の支配感覚神経
の特性変化を比較した。
　8週齢ラットを用いて、drop-mass法（おもりを
下肢部の筋肉に落として損傷を作る）にてモデル
作成し、損傷後3時間にラテックスゴムで損傷部
を30分圧迫（300mmHg）した圧迫群（n=36）、氷で
損傷部を30分冷却した冷却群（n=36）、未治療群
（n=36）の3群について比較を行った。損傷後3、6、
18、24時間、3日、1週、2週の腓腹筋をHE染色で評
価した。また、損傷後3、6、18、24時間の腓腹筋を

ELISA法にてTNF-αの定量評価を行った。損傷部
にはフルオロゴールド（FG）を留置し、損傷後3日
のL4後根神経節でCGRP（疼痛関連ペプチド）によ
る免疫組織化学的染色を行った。
　組織所見では、未治療群と比し、圧迫群は損傷後
6時間以降で出血や浮腫が少ない傾向にあった。
冷却群は、損傷後6時間で出血や浮腫は減少する
も、損傷後18時間以降で増強した。損傷後1週間で
未治療群は筋組織の壊死が残存していたが、圧迫
群、冷却群は筋線維修復が認められた。TNF-αに
ついては、圧迫群は未治療群と比べて損傷後3、6、
18時間ともに低値を示した。特に損傷後6時間で
有意に低値だった。冷却群は未治療群と比べて損
傷後3、6時間で一過性な上昇を示すも、損傷後18
時間では有意に低下した。L4後根神経節でのFGと
CGRPで二重標識される細胞の割合は、圧迫群、冷
却群ともに未治療群と比べて有意に低かった。
　圧迫、冷却療法による筋線維損傷への働きかけ
方はそれぞれ異なる。しかしともに受傷後におけ
る組織修復作用や疼痛緩和作用に効果的であるこ
とが考えられた。圧迫群と冷却群とで患部におけ
るサイトカインの動態が異なることについて明確
な考察は避けていたが、組織所見の違いに及ぼし
た影響についてはその関連性を指摘していた。今
回測定したサイトカインはTNF-αのみであった
が、IL-6は個体間の測定誤差が大きいので今回は
測定しなかったとのことだった。なお、結果を踏ま
えて演者が推奨した筋損傷後の処置としては、圧
迫が理想的だとのことであった。

（福田健太郎）

○パネルディスカッション　感染研究の最前線と
臨床への応用
①整形外科領域感染症の臨床における問題点

川村英樹（鹿児島大学）
②整形外科領域感染症への微生物学的アプローチ

森永芳智（長崎大学）
③骨・関節感染症の遺伝子診断

大楠清文（東京医科大学）
④人工関節周囲感染の新しい診断法の臨床応用

稲葉　裕（横浜市立大学）
　整形外科領域における術部感染症（Surgical site 

infection）は患者および医師にとって治療が難し
く、負担の非常に大きい疾患である。特に、近年抗
菌薬耐性菌の増加は整形外科領域にも極めて深刻
な事態を招いており、この分野は非常に注目され
ている。本ディスカッションでは、細菌学的および
臨床的な観点から整形外科手術における感染症の
予防と治療に関する検討が実施された。
　①と②の演題は微生物学的な立場から、感染予
防などについての報告であった。やはり、この領域
における最大の敵はメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（MRSA）であり、この特性について議論された。
特に人工関節やインプラント挿入では、MRSAな
どの感染菌がバイオフィルムを形成するため、抗
菌薬の効果が阻害され治癒が困難となる。
　また、この分野において治療を困難にさせる原
因の一つとして、病原体分離が容易ではないとい
うことがある。すでに閉創している内部での感染
や、すでに抗菌薬投与を受けている段階では菌を
分離することができず、適切な抗菌薬選択が難し
い症例も多い。また、近年注目されていることとし
て、培養時に出てくるsmall colony variantと呼ば
れる小コロニー群は検査の対象になりにくく、こ
れらの菌が抗菌薬をすり抜けて病気の再発などに
関与している可能性が示された。無菌手術下にお
いても、これらのコンタミネーションを完全に避
けることは難しく、更なる対策が求められている。
　③と④では、培養検査ではなく遺伝子検査を臨
床に応用する演題であった。抗菌薬の投与下など
では、スタンダードな培養検査では分離されない
症例があるため、それを広域PCRで診断しようと
するものである。また、人工関節の感染において
は、一旦関節を外して抗菌薬ビーズなどの素材を
留置し、感染を抑えてから再度人工関節を入れる
のが一般的であるが、この場合関節を外して初め
て菌が分離できるため、数日の培養検査を待って
抗菌薬ビーズを選択することは不可能である。こ
の報告では手術中にPCRをかけて簡易的に菌を同
定し、感受性検査はできないが、過去の傾向から適
した抗菌薬ビーズを選択し使用している。当然、感
染症の状態は様々な角度から診断するもので、
PCRの結果のみによるものではないが、一助には
なると考えられた。

○破骨細胞研究と骨吸収抑制骨粗鬆症薬
秋山治彦（岐阜大学）

　破骨細胞の研究はヒトの骨粗鬆研究では非常に
重要な分野であり、研究が盛んに行われている。骨
粗鬆症においては骨芽細胞と破骨細胞のバランス
が崩れ、骨量の減少のため骨折などを引き起こさ
れる。それらに対し、骨芽細胞や破骨細胞の働きを
解析し、治療薬が開発されている。
　最も古くから使用されている薬品は、ビスホス
ホネート製剤である。これらは破骨細胞にアポ
トーシスを引き起こし、破骨細胞の働きを抑制し、
骨増量を期待する薬剤である。現在最も一般的に
使用されている薬剤であるが、問題点としては破
骨細胞の働きに加え骨芽細胞の働きも抑制してし
まうことや、長期投与では増量効果が持続しない
ことがある。
　テリパラチド（PTH　パラソルモン）は、副甲状
腺ホルモンを製剤化した薬剤である。本来PTHは
骨芽細胞を促進し、骨を吸収し血中カルシウム濃
度を上昇させるホルモンである。長時間このホル
モンが作用すると骨吸収が促進され骨は無くなる
が、間欠的投与では逆に骨形成が促進されるため、
骨粗鬆薬として使用されている。ビスホスホネー
ト製剤のような破骨細胞を抑制する薬品は骨吸収
を抑え、骨増量を期待する薬品だが、PTHは骨形成
を直接促進する薬剤である。そのため、近年では骨
折の癒合不全例にも応用されている。ビスホス
ネートで骨増量が一定で止まってしまった症例に
も、骨増量が期待できるとのことであった。
　これらに加えて、近年抗RANKLモノクローナル
抗体であるデノスマブが発売された。これは、破骨
細胞の活性因子であるRANKLに対する抗体であ
る。RANKLは骨芽細胞から発現し、破骨細胞の
RANKに結合して、破骨細胞は活性化する。この働
きを阻害することにより、破骨細胞を抑制し、骨増
量を期待する薬品である。今後の臨床成績の報告
が期待される。

（黒田泰輔）

○磁気ターゲティング法を用いた骨髄間葉系幹細
胞移植における生体発光イメージングを用いた移
植細胞の動態解析

兒玉祥ら(広島県障害者リハビリテーションセン
ター)
　演者らのグループは、MRI用造影剤で磁気標識
した骨髄間葉系幹細胞(MSC)を、体外磁場装置を
用いて損傷部位に効率よく集積させる方法を開発
し、これまでに本法によって骨、軟骨、筋、脊髄神経
における組織修復を促進したことを報告してい
る。今回は、磁気標識したMSCをラット大腿骨骨折
モデルに移植し、その細胞の生体内での動態に関
して報告があった。
　演者らは、ルシフェラーゼ遺伝子導入された
ラットのMSCを樹立した後、その細胞を磁気標識
し、大腿骨骨折モデル(野生型ラット)の骨折部位
に投与した。細胞投与時に磁場を作用させた群
(MSC+M群)と、磁場を作用させなかった群(MSC
群)、そして細胞ではなくPBSのみを投与した群
(PBS群)の3群を作成した。その後、移植細胞の増減
と分布の経時的変化を生体発光イメージングで観
察し、骨形成をX線学的および組織学的に評価し
た。
　その結果、骨折部での発光強度はいずれの細胞
移植群においても移植後3日で著明に増強し、そ
の後漸減した。移植後3日から4週ではMSC+M群
で有意に高い発光強度を示した。発光の分布は
MSC+M群が骨折部位に集積していた一方、MSC群
では大腿部に拡散していた。X線学的および組織
学的な評価では、MSC+M群の仮骨形成が有意で
あった。
　生体発光イメージングは、発光強度の増減にて
移植細胞数を定量化でき、その発光の分布にて移
植細胞の集積を観察することができたことから、
細胞治療研究において移植方法の良否を検討する
有用な評価方法になると演者らは考えている。

○変形性膝関節症に対する滑膜幹細胞移植による
再生医療の試み

関矢一郎ら(東京医科歯科大学)
　滑膜間葉系幹細胞は自己血清による増殖能と軟
骨分化能が高いことから、軟骨再生の細胞源とし
て有用であると考えられている。演者らのグルー
プは、2008年から膝関節軟骨欠損に対して自己滑
膜間葉系幹細胞を関節鏡下で移植する臨床研究を

実施しており、これまでの研究から、大腿骨顆部軟
骨欠損部に培養した幹細胞(液体状)を10分間静置
することによって、静置した幹細胞のおよそ6割
が軟骨欠損部に定着することを明らかにしている
(残りの4割は滑膜に流出するが、追跡調査の結果、
副作用等はなかった)。
　今回、演者らは本手法を半月板損傷の治療に応
用するための研究を報告した。
　演者らはマイクロミニピッグの両肢に手術を実
施して、半月板損傷モデルを作製した後、同一個体
から得られた滑膜間葉系幹細胞を培養し、損傷部
に10分間静置した。術後2週目、4週目、12週目に
幹細胞投与肢と、その対側肢(コントロール)の損
傷部を組織学的に比較した。
　その結果、幹細胞投与肢はコントロール肢より
もいずれも修復が進んでいた。特に幹細胞投与肢
では滑膜組織の再生が明瞭であった。
　これまでにも、滑膜間葉系細胞が滑膜組織の再
生誘導を上昇させる報告があることから、演者ら

は本手法であっても幹細胞を半月板に移植するこ
とが可能であり、幹細胞移植が半月板損傷の修復
に寄与したと考えている。
　幹細胞移植が骨、軟骨、半月板、腱・靭帯などの修
復に寄与していることを示す報告は上記以外にも
多数あったことから、幹細胞を用いた治療は今後
も様々な分野でますます研究が進んでいくことが
期待される。特に、幹細胞を効率的に投与する方法
については、幹細胞に関する基礎研究と、臨床現場
での応用を橋渡しする研究として注目されてい
る。上記2報告はいずれも特別な足場素材(スキャ
フォールド；幹細胞の治療効果を高める構造物)を
使用することなく、幹細胞の治療効果を高めるこ
とが可能であることから、比較的、競走馬の幹細胞
療法に応用しやすいと考えられた。今後、靭帯・腱
分野でもこういった基礎研究および臨床研究が進
むことを期待する。

(田村周久)
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　第29回日本整形外科学会基礎学術集会は、「起
こせ！運動器維新」をテーマに鹿児島県の城山観
光ホテルで平成26年10月9日から10日まで開催
された。一般演題、シンポジウム・パネルディス
カッション、特別講演等を合わせると総演題数は
804題となり、日本における整形外科に関する基
礎学術集会としては最大規模の内容とのことで
あった。以下にその概要を報告する。

○ヒト滑膜間葉系幹細胞の純化及び機能解析
緒方勇亮ら（東京医科歯科大学）

　東京医科歯科大学付属病院では軟骨損傷を負っ
た患者の滑膜から採取した間葉系幹細胞を欠損部
へ移植する細胞治療が試みられており、一定の治
療効果が得られているそうだ。ウマではなじみの
少ない滑膜間葉系幹細胞であるが、軟骨再生には
骨髄間葉系幹細胞よりも優位点が多いことが報告
されている。しかし、骨髄間葉系幹細胞と比較して
滑膜間葉系幹細胞の詳細な機能については未だに
不明な点が多い。
　演者らは、間葉系幹細胞に特異的な表面抗原
(LNGFR, THY-1)を同定し、間葉系幹細胞を効率よ
く分離する方法を既に確立している。本発表では、
この間葉系幹細胞マーカーを用いて純化分離した
滑膜間葉系幹細胞と骨髄間葉系幹細胞との機能比
較について報告した。
　実験は人工関節置換術を行った患者から滑膜と
海綿骨を採取し、コラゲナー処理および抗体染色
を行い、フローサイトメトリーによって
LNGFR+THY-1+共陽性細胞を採取した。それらの
細胞についてCFU-Fの算出、培養後は骨・脂肪・軟
骨に分化誘導し、それぞれの定量化を実施した。
　フローサイトメーター解析の結果, 滑膜間葉系
幹細胞の方がLNGFR+THY-1+共陽性細胞の割合が
高く、CFU-Fを算出すると, 純化の有無に関わらず
滑膜間葉系幹細胞で高く、培養10日後の細胞数も

滑膜間葉系幹細胞が骨髄間葉系幹細胞よりも多く
なった。また、分化誘導の結果から、滑膜間葉系幹
細胞は脂肪になりにくく、骨・軟骨にはなりやすい
傾向があることを明らかとした。
　臨床に培養細胞を用いるには、より短期間で多
くの細胞数を得ることが望ましく、この点で骨髄
間葉系幹細胞よりも滑膜間葉系幹細胞は臨床応用
に優位であり、何よりも、軟骨・骨への分化指向性
が高いことから軟骨・骨疾患への応用に適してい
ると報告した。ヒトでは軟骨損傷の診断に内視鏡
検査を行い、その際に滑膜を採取できる機会があ
るが、競走馬臨床では内視鏡検査＝骨片摘出術実
施当日になることがほとんどである。競走馬臨床
では滑膜間葉系幹細胞の移植は難しいかも知れな
い。ただし、骨折発症後の関節液内には滑膜間葉系
幹細胞が出現してくることが報告されているの
で、これを用いれば競走馬臨床においても応用で
きるのかも知れない。

○Mohawkは骨髄間葉系幹細胞の腱靱帯分化を促
進する

小田邉浩二ら（スクリプス研究所）
　Homeobox Mohawk遺伝子(MKX)はマウス胚で
腱・靱帯に比較的特異的な発現パターンを示し、ま
たMKXノックアウトマウスでは腱の低形成を示
すことから、腱組織の発生には重要な役割を担う
遺伝子である。演者らは骨髄間葉系幹細胞の腱分
化をin vitroおよびin vivoで誘導し、MKXの発現パ
ターンとその役割について報告した。
　in  v i t roの実験として骨髄間葉系幹細胞を
BMP12で腱分化を促進させ、5日後に腱靱帯関連
遺伝子として1型コラーゲン（COL1A1）、Tenascin 
X B（ T N X B）、T e n a s c i n  C（ T N C） および
Tenomodulin（TNMD）の発現をQPCR法で比較し
たところ、腱靱帯関連遺伝子とともにMKXの発現
上昇を認めた。in vivoの実験としてラットのアキ

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

レス腱損傷モデルに骨髄間葉系幹細胞を移植し、
スカフォールドのみ移植した群と腱靱帯関連遺伝
子の発現を比較したところ、コントロール群に対
し骨髄間葉系幹細胞を移植した群ではCOL1A1, 
TNC, TNMD, MKXの発現上昇を認めた。また、アデ
ノウイルスベクターを用いてMKXを骨髄間葉系
幹細胞で過剰発現させると7日目にCOL1A1,  
TNXB, TNMD, TNCの発現が上昇し(p<0.05; n=9)、
1型コラーゲンのタンパク量も有意に増加した
(p<0.05; n=3) 。
　in vitro, in vivoの腱分化モデルで、骨髄間葉系幹
細胞のMkxの発現が上昇した。また、骨髄間葉系幹
細胞のMKXの過剰発現により、腱靱帯関連遺伝子
の発現が上昇し、1型コラーゲンの産生が促進さ
れた。これらのことからHomeobox Mohawk遺伝
子が骨髄間葉系幹細胞の腱分化において重要な役
割を果たしていると結論した。
　個人的に、以前から腱組織の発生に関与してい
るHomeobox Mohawk遺伝子に興味を持ってい
た。骨髄間葉系幹細胞が腱細胞へ分化する、また、
骨髄間葉系幹細胞が腱線維であるコラーゲン産生
を促進するという報告から、幹細胞移植による腱
組織の再生メカニズムにもHomeobox Mohawk遺
伝子が深く関与していることが示唆された。

(笠嶋快周)

○ゼラチンハイドロゲルシートを用いたPRP徐放
による肩腱板修復促進効果

加太佑吉ら（京都府立医科大学）
　ヒトの腱板損傷は40代以上になると無症候性
のものも含めて高率で発症し、一度断裂した腱板
を修復して肩機能を回復させるのは比較的困難で
ある。ウマの第1指節種子骨近位付着部における
繋靱帯脚断裂と似通った病態を示す。演者らは
ラット棘上筋腱を切り離し、上腕骨大結節母床に
再縫着させることで腱板損傷修復モデルを作製
し、多血小板血漿（PRP）とゼラチンハイドロゲル
シート（GHS）を利用して効果を検証した。
　実験にはラット18匹36肩を用いてモデルを作
製した。PBS、PRPを肩峰下滑液包に注入した群
（PBS群およびPRP群）、PBS、PRPを含浸させたGHS
を腱板縫着部に留置した群（PBS-GHS群、PRP-GHS

群）を作製した。術後2、4、8週（n=3）で検体を摘出
後、H E お よび s a f r a n i n  O 染 色を行い、
tendon-to-bone maturing scoreで定量評価した。
　μCT画像では、いずれの群においても異所性の
骨形成を認めなかった。組織所見では、術後2週
で、PRP使用群において多数の炎症性細胞や間葉
系細胞を認めた。その後、細胞数は全群で徐々に減
少した。術後8週では、全群で腱骨接合部に軟骨組
織の形成を認めたが、PRP-GHS群においてその軟
骨 細 胞 の 配 列 は 最 も 良 好 で あ っ た 。
tendon-to-bone maturing scoreは、全群で経時的
に改善し、術後8週のPRP-GHS群で他の群よりも
高かった。
　以上のことから演者らは、PRP単独では腱板の
良好な修復を促すのには不十分で、ゼラチンハイ
ドロゲルによる長期間の徐放が効果的であるとい
う結論を出していた。しかしゲルは術後4週およ
び8週の群では患部に認められなかったうえ、患
部周囲の成長因子濃度および遺伝子発現の測定を
行っていなかった。よって、本当にGHSが効果的で
あったのか、疑問が残る部分はある。しかしPRPに
よる組織修復促進作用は組織レベルで認められて
いて、PRPの効果自体は証明されているものと考
えているようであった。

○ラット筋損傷後修復、除痛過程における圧迫療
法、冷却療法による治療行為の差異

稲毛一秀ら（千葉大学）
　筋損傷に対する治療法はRICE（R: rest I: ice C: 
compression E: elevation）療法などの保存療法が
一般的であるが、その効果は不明な点が多い。そこ
で、ラット筋損傷モデルを用いて圧迫、冷却療法に
よる組織学的変化および筋肉由来の支配感覚神経
の特性変化を比較した。
　8週齢ラットを用いて、drop-mass法（おもりを
下肢部の筋肉に落として損傷を作る）にてモデル
作成し、損傷後3時間にラテックスゴムで損傷部
を30分圧迫（300mmHg）した圧迫群（n=36）、氷で
損傷部を30分冷却した冷却群（n=36）、未治療群
（n=36）の3群について比較を行った。損傷後3、6、
18、24時間、3日、1週、2週の腓腹筋をHE染色で評
価した。また、損傷後3、6、18、24時間の腓腹筋を

ELISA法にてTNF-αの定量評価を行った。損傷部
にはフルオロゴールド（FG）を留置し、損傷後3日
のL4後根神経節でCGRP（疼痛関連ペプチド）によ
る免疫組織化学的染色を行った。
　組織所見では、未治療群と比し、圧迫群は損傷後
6時間以降で出血や浮腫が少ない傾向にあった。
冷却群は、損傷後6時間で出血や浮腫は減少する
も、損傷後18時間以降で増強した。損傷後1週間で
未治療群は筋組織の壊死が残存していたが、圧迫
群、冷却群は筋線維修復が認められた。TNF-αに
ついては、圧迫群は未治療群と比べて損傷後3、6、
18時間ともに低値を示した。特に損傷後6時間で
有意に低値だった。冷却群は未治療群と比べて損
傷後3、6時間で一過性な上昇を示すも、損傷後18
時間では有意に低下した。L4後根神経節でのFGと
CGRPで二重標識される細胞の割合は、圧迫群、冷
却群ともに未治療群と比べて有意に低かった。
　圧迫、冷却療法による筋線維損傷への働きかけ
方はそれぞれ異なる。しかしともに受傷後におけ
る組織修復作用や疼痛緩和作用に効果的であるこ
とが考えられた。圧迫群と冷却群とで患部におけ
るサイトカインの動態が異なることについて明確
な考察は避けていたが、組織所見の違いに及ぼし
た影響についてはその関連性を指摘していた。今
回測定したサイトカインはTNF-αのみであった
が、IL-6は個体間の測定誤差が大きいので今回は
測定しなかったとのことだった。なお、結果を踏ま
えて演者が推奨した筋損傷後の処置としては、圧
迫が理想的だとのことであった。

（福田健太郎）

○パネルディスカッション　感染研究の最前線と
臨床への応用
①整形外科領域感染症の臨床における問題点

川村英樹（鹿児島大学）
②整形外科領域感染症への微生物学的アプローチ

森永芳智（長崎大学）
③骨・関節感染症の遺伝子診断

大楠清文（東京医科大学）
④人工関節周囲感染の新しい診断法の臨床応用

稲葉　裕（横浜市立大学）
　整形外科領域における術部感染症（Surgical site 

infection）は患者および医師にとって治療が難し
く、負担の非常に大きい疾患である。特に、近年抗
菌薬耐性菌の増加は整形外科領域にも極めて深刻
な事態を招いており、この分野は非常に注目され
ている。本ディスカッションでは、細菌学的および
臨床的な観点から整形外科手術における感染症の
予防と治療に関する検討が実施された。
　①と②の演題は微生物学的な立場から、感染予
防などについての報告であった。やはり、この領域
における最大の敵はメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（MRSA）であり、この特性について議論された。
特に人工関節やインプラント挿入では、MRSAな
どの感染菌がバイオフィルムを形成するため、抗
菌薬の効果が阻害され治癒が困難となる。
　また、この分野において治療を困難にさせる原
因の一つとして、病原体分離が容易ではないとい
うことがある。すでに閉創している内部での感染
や、すでに抗菌薬投与を受けている段階では菌を
分離することができず、適切な抗菌薬選択が難し
い症例も多い。また、近年注目されていることとし
て、培養時に出てくるsmall colony variantと呼ば
れる小コロニー群は検査の対象になりにくく、こ
れらの菌が抗菌薬をすり抜けて病気の再発などに
関与している可能性が示された。無菌手術下にお
いても、これらのコンタミネーションを完全に避
けることは難しく、更なる対策が求められている。
　③と④では、培養検査ではなく遺伝子検査を臨
床に応用する演題であった。抗菌薬の投与下など
では、スタンダードな培養検査では分離されない
症例があるため、それを広域PCRで診断しようと
するものである。また、人工関節の感染において
は、一旦関節を外して抗菌薬ビーズなどの素材を
留置し、感染を抑えてから再度人工関節を入れる
のが一般的であるが、この場合関節を外して初め
て菌が分離できるため、数日の培養検査を待って
抗菌薬ビーズを選択することは不可能である。こ
の報告では手術中にPCRをかけて簡易的に菌を同
定し、感受性検査はできないが、過去の傾向から適
した抗菌薬ビーズを選択し使用している。当然、感
染症の状態は様々な角度から診断するもので、
PCRの結果のみによるものではないが、一助には
なると考えられた。

○破骨細胞研究と骨吸収抑制骨粗鬆症薬
秋山治彦（岐阜大学）

　破骨細胞の研究はヒトの骨粗鬆研究では非常に
重要な分野であり、研究が盛んに行われている。骨
粗鬆症においては骨芽細胞と破骨細胞のバランス
が崩れ、骨量の減少のため骨折などを引き起こさ
れる。それらに対し、骨芽細胞や破骨細胞の働きを
解析し、治療薬が開発されている。
　最も古くから使用されている薬品は、ビスホス
ホネート製剤である。これらは破骨細胞にアポ
トーシスを引き起こし、破骨細胞の働きを抑制し、
骨増量を期待する薬剤である。現在最も一般的に
使用されている薬剤であるが、問題点としては破
骨細胞の働きに加え骨芽細胞の働きも抑制してし
まうことや、長期投与では増量効果が持続しない
ことがある。
　テリパラチド（PTH　パラソルモン）は、副甲状
腺ホルモンを製剤化した薬剤である。本来PTHは
骨芽細胞を促進し、骨を吸収し血中カルシウム濃
度を上昇させるホルモンである。長時間このホル
モンが作用すると骨吸収が促進され骨は無くなる
が、間欠的投与では逆に骨形成が促進されるため、
骨粗鬆薬として使用されている。ビスホスホネー
ト製剤のような破骨細胞を抑制する薬品は骨吸収
を抑え、骨増量を期待する薬品だが、PTHは骨形成
を直接促進する薬剤である。そのため、近年では骨
折の癒合不全例にも応用されている。ビスホス
ネートで骨増量が一定で止まってしまった症例に
も、骨増量が期待できるとのことであった。
　これらに加えて、近年抗RANKLモノクローナル
抗体であるデノスマブが発売された。これは、破骨
細胞の活性因子であるRANKLに対する抗体であ
る。RANKLは骨芽細胞から発現し、破骨細胞の
RANKに結合して、破骨細胞は活性化する。この働
きを阻害することにより、破骨細胞を抑制し、骨増
量を期待する薬品である。今後の臨床成績の報告
が期待される。

（黒田泰輔）

○磁気ターゲティング法を用いた骨髄間葉系幹細
胞移植における生体発光イメージングを用いた移
植細胞の動態解析

兒玉祥ら(広島県障害者リハビリテーションセン
ター)
　演者らのグループは、MRI用造影剤で磁気標識
した骨髄間葉系幹細胞(MSC)を、体外磁場装置を
用いて損傷部位に効率よく集積させる方法を開発
し、これまでに本法によって骨、軟骨、筋、脊髄神経
における組織修復を促進したことを報告してい
る。今回は、磁気標識したMSCをラット大腿骨骨折
モデルに移植し、その細胞の生体内での動態に関
して報告があった。
　演者らは、ルシフェラーゼ遺伝子導入された
ラットのMSCを樹立した後、その細胞を磁気標識
し、大腿骨骨折モデル(野生型ラット)の骨折部位
に投与した。細胞投与時に磁場を作用させた群
(MSC+M群)と、磁場を作用させなかった群(MSC
群)、そして細胞ではなくPBSのみを投与した群
(PBS群)の3群を作成した。その後、移植細胞の増減
と分布の経時的変化を生体発光イメージングで観
察し、骨形成をX線学的および組織学的に評価し
た。
　その結果、骨折部での発光強度はいずれの細胞
移植群においても移植後3日で著明に増強し、そ
の後漸減した。移植後3日から4週ではMSC+M群
で有意に高い発光強度を示した。発光の分布は
MSC+M群が骨折部位に集積していた一方、MSC群
では大腿部に拡散していた。X線学的および組織
学的な評価では、MSC+M群の仮骨形成が有意で
あった。
　生体発光イメージングは、発光強度の増減にて
移植細胞数を定量化でき、その発光の分布にて移
植細胞の集積を観察することができたことから、
細胞治療研究において移植方法の良否を検討する
有用な評価方法になると演者らは考えている。

○変形性膝関節症に対する滑膜幹細胞移植による
再生医療の試み

関矢一郎ら(東京医科歯科大学)
　滑膜間葉系幹細胞は自己血清による増殖能と軟
骨分化能が高いことから、軟骨再生の細胞源とし
て有用であると考えられている。演者らのグルー
プは、2008年から膝関節軟骨欠損に対して自己滑
膜間葉系幹細胞を関節鏡下で移植する臨床研究を

実施しており、これまでの研究から、大腿骨顆部軟
骨欠損部に培養した幹細胞(液体状)を10分間静置
することによって、静置した幹細胞のおよそ6割
が軟骨欠損部に定着することを明らかにしている
(残りの4割は滑膜に流出するが、追跡調査の結果、
副作用等はなかった)。
　今回、演者らは本手法を半月板損傷の治療に応
用するための研究を報告した。
　演者らはマイクロミニピッグの両肢に手術を実
施して、半月板損傷モデルを作製した後、同一個体
から得られた滑膜間葉系幹細胞を培養し、損傷部
に10分間静置した。術後2週目、4週目、12週目に
幹細胞投与肢と、その対側肢(コントロール)の損
傷部を組織学的に比較した。
　その結果、幹細胞投与肢はコントロール肢より
もいずれも修復が進んでいた。特に幹細胞投与肢
では滑膜組織の再生が明瞭であった。
　これまでにも、滑膜間葉系細胞が滑膜組織の再
生誘導を上昇させる報告があることから、演者ら

は本手法であっても幹細胞を半月板に移植するこ
とが可能であり、幹細胞移植が半月板損傷の修復
に寄与したと考えている。
　幹細胞移植が骨、軟骨、半月板、腱・靭帯などの修
復に寄与していることを示す報告は上記以外にも
多数あったことから、幹細胞を用いた治療は今後
も様々な分野でますます研究が進んでいくことが
期待される。特に、幹細胞を効率的に投与する方法
については、幹細胞に関する基礎研究と、臨床現場
での応用を橋渡しする研究として注目されてい
る。上記2報告はいずれも特別な足場素材(スキャ
フォールド；幹細胞の治療効果を高める構造物)を
使用することなく、幹細胞の治療効果を高めるこ
とが可能であることから、比較的、競走馬の幹細胞
療法に応用しやすいと考えられた。今後、靭帯・腱
分野でもこういった基礎研究および臨床研究が進
むことを期待する。

(田村周久)
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　第29回日本整形外科学会基礎学術集会は、「起
こせ！運動器維新」をテーマに鹿児島県の城山観
光ホテルで平成26年10月9日から10日まで開催
された。一般演題、シンポジウム・パネルディス
カッション、特別講演等を合わせると総演題数は
804題となり、日本における整形外科に関する基
礎学術集会としては最大規模の内容とのことで
あった。以下にその概要を報告する。

○ヒト滑膜間葉系幹細胞の純化及び機能解析
緒方勇亮ら（東京医科歯科大学）

　東京医科歯科大学付属病院では軟骨損傷を負っ
た患者の滑膜から採取した間葉系幹細胞を欠損部
へ移植する細胞治療が試みられており、一定の治
療効果が得られているそうだ。ウマではなじみの
少ない滑膜間葉系幹細胞であるが、軟骨再生には
骨髄間葉系幹細胞よりも優位点が多いことが報告
されている。しかし、骨髄間葉系幹細胞と比較して
滑膜間葉系幹細胞の詳細な機能については未だに
不明な点が多い。
　演者らは、間葉系幹細胞に特異的な表面抗原
(LNGFR, THY-1)を同定し、間葉系幹細胞を効率よ
く分離する方法を既に確立している。本発表では、
この間葉系幹細胞マーカーを用いて純化分離した
滑膜間葉系幹細胞と骨髄間葉系幹細胞との機能比
較について報告した。
　実験は人工関節置換術を行った患者から滑膜と
海綿骨を採取し、コラゲナー処理および抗体染色
を行い、フローサイトメトリーによって
LNGFR+THY-1+共陽性細胞を採取した。それらの
細胞についてCFU-Fの算出、培養後は骨・脂肪・軟
骨に分化誘導し、それぞれの定量化を実施した。
　フローサイトメーター解析の結果, 滑膜間葉系
幹細胞の方がLNGFR+THY-1+共陽性細胞の割合が
高く、CFU-Fを算出すると, 純化の有無に関わらず
滑膜間葉系幹細胞で高く、培養10日後の細胞数も

滑膜間葉系幹細胞が骨髄間葉系幹細胞よりも多く
なった。また、分化誘導の結果から、滑膜間葉系幹
細胞は脂肪になりにくく、骨・軟骨にはなりやすい
傾向があることを明らかとした。
　臨床に培養細胞を用いるには、より短期間で多
くの細胞数を得ることが望ましく、この点で骨髄
間葉系幹細胞よりも滑膜間葉系幹細胞は臨床応用
に優位であり、何よりも、軟骨・骨への分化指向性
が高いことから軟骨・骨疾患への応用に適してい
ると報告した。ヒトでは軟骨損傷の診断に内視鏡
検査を行い、その際に滑膜を採取できる機会があ
るが、競走馬臨床では内視鏡検査＝骨片摘出術実
施当日になることがほとんどである。競走馬臨床
では滑膜間葉系幹細胞の移植は難しいかも知れな
い。ただし、骨折発症後の関節液内には滑膜間葉系
幹細胞が出現してくることが報告されているの
で、これを用いれば競走馬臨床においても応用で
きるのかも知れない。

○Mohawkは骨髄間葉系幹細胞の腱靱帯分化を促
進する

小田邉浩二ら（スクリプス研究所）
　Homeobox Mohawk遺伝子(MKX)はマウス胚で
腱・靱帯に比較的特異的な発現パターンを示し、ま
たMKXノックアウトマウスでは腱の低形成を示
すことから、腱組織の発生には重要な役割を担う
遺伝子である。演者らは骨髄間葉系幹細胞の腱分
化をin vitroおよびin vivoで誘導し、MKXの発現パ
ターンとその役割について報告した。
　in  v i t roの実験として骨髄間葉系幹細胞を
BMP12で腱分化を促進させ、5日後に腱靱帯関連
遺伝子として1型コラーゲン（COL1A1）、Tenascin 
X B（ T N X B）、T e n a s c i n  C（ T N C） および
Tenomodulin（TNMD）の発現をQPCR法で比較し
たところ、腱靱帯関連遺伝子とともにMKXの発現
上昇を認めた。in vivoの実験としてラットのアキ

第35回バイオメカニズム学術講演会 SOBIM 2014

バイオメカニズム学術講演会とは
　バイオメカニズム学会は、1973年に創立された
学術団体で、ロボット工学・整形外科学・リハビリ
テーション医学・福祉工学・体育学・人類学・解剖
学、生物の形態・運動・機能を研究対象にしている
学会である。バイオメカニズムは、生物を工学・医
学・生物学などの多面的な視点と方法論で解析す
るだけでなく、人工関節や福祉機器の開発、舞踊･
スポーツや機能不全・介護動作の評価・改善などに
応用することに特徴がある。また、動物の構造や復
元など、純粋に生物の巧みさを解明する理学的側
面も持っている。
　今回の学術集会では、「バイオメカニズムの社会
還元」をテーマとして、1つの討論会、2つのワーク
ショップ、70題の口頭発表が行われた。幅広い分
野を研究対象としているため、発表内容は、スポー
ツや日常動作における動作解析や義足、歩行を補

助する装具など多岐に渡った。
　以下に、競走馬の研究に役立つと思われる演題
を紹介する。

○サラブレッドの歩容におけるエネルギーに基づ
いたスイングの制振と励振

松本拓也ら（慶応大学）
　この研究は、競走馬総合研究所のトレッドミル
および実験馬を用いて、慶応大学の機材および人
員により、測定・解析を行った報告である。
　競走馬は、駈歩以上の速度では、左右の肢が非対
称に動き、さらに前肢は体重を支持する役割が強
く、後肢は推進力を発揮する役割を持つため、その
質量や形状が異なる。しかし、各肢の立脚期（着地
している時間）や遊脚期（空中にある時間）はほぼ
同一である。この研究では、このように質量や形状
および動作が異なる各肢の動作周期を制御する仕

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

組みについて、四肢を「長さと慣性モーメントが変
わる振子」とみなし、エネルギーに基づいて考察し
た。
　実験には、サラブレッド4頭を用い、トレッドミ
ル上の左手前の駈歩を16台のカメラを用いた
モーションキャプチャーにより500Hzで計測し
た。解析は、遊脚期のみを対象とした。
　肢のエネルギーには、主に3種類のものがある。
回転軸に作用する内力によるエネルギー、振子に
見立てた肢の長さの伸縮により増減するエネル
ギー、回転軸周りの関節トルクで生成・吸収される
エネルギーである。前後肢の動作をこれらのエネ
ルギーから見た場合、前肢では、肩関節周りから供
給されるエネルギーが後肢よりも小さく、そのた
め肢を折りたたみエネルギーを増加させることに
よりスイングを加速させていた。一方、後肢は、股
関節に作用する内力または関節トルクにより十分
に供給されるエネルギーによりスイングし、後半
ではスイングを止めるために逆に股関節にエネル
ギーを吸収させることから、肢を折りたたまずに
いることが分かった。このような仕組みにより、サ
ラブレッドは質量や形状および動作が異なる各肢
の動作周期を制御して、四肢で、ほぼ同様な立脚期
や遊脚期を維持していることが分かった。
　ウマなどは、肢の回転周期を短くするために、重
い筋肉を体幹に配置し、肢端を軽くしていること
が知られている。今回の発表では、それ以外に前後
肢で異なる肢の折りたたみ動作の意味を説明して
いる点が興味深かった。サラブレッドはなぜ速く
走ることができるのかについての知識を深めるこ
とは、より専門的な知識を求めるファンへの説明
や、トレーニングなどを考える上で重要だと考え
られた。

○歩行における関節運動パターンの学習を目的と
した運動療法効果の運動学解析

齋藤恒一ら（鈴鹿医療科学大学）
　運動に関与する中枢は、運動が自動化されるの
にしたがって、中枢神経系のより下位の階層へと
引き継がれる。歩行は自動化された運動の代表例
であるが、随意性も併せ持つ。例えば、経験したこ
とのない路面状況に対して適応させるように調整

する。また、一度経験したものであれば、その経験
を基に調整をする。すなわち、歩行は高度に自動化
されているにもかかわらず、適応性や学習性をも
つ運動であり、これを理解することは、リハビリ
テーションや歩行能力低下の予防に有用である。
　歩行の学習性や適応性に関する検討は、分離型
トレッドミルにより、左右の肢の動きを変えるこ
とに対する適応などが検討されているが、短期の
学習効果を検証しているのみである。著者らの研
究によると、足関節背屈運動を制限する装具を装
着して1,000歩の歩行を行うと、装具除去後の歩
行でも関節運動パターンが変化し、その効果が1
時間後まで持続していた。そこで今回は、長期間の
学習効果について検討していた。
　実験では、健常男性9名に足関節背屈運動を制
限する装具を装着して連続して1,000歩（片側500
歩）の歩行を行った。その後、装具を外し、歩行をし
ない状態で4時間待機し、歩行パターンを測定し
た。さらに、通常の状態で20時間（初回測定から24
時間後）過ごした後に、再び歩行パターンを測定し
た。その結果、4時間後および24時間後には足関節
および股関節角度に有意な差が見られたが、歩行
の時間的距離的因子には差が見られなかった。こ
れらのことから、装具を装着した歩行を繰り返す
ことにより、歩行パターンが学習され、その後、類
似の動作を行わずに4時間待機すると24時間後で
も学習効果が持続することが分かった。
　ウマにおいても馬装具を装着することにより動
作の矯正が行われているが、その効果は装着時の
みで持続しないと考えていた。ヒトにおいては、学
習時間や休息時間を工夫することにより効果が持
続したことから、ウマにおいても装具による動作
の学習の持続現象が見られるか興味のあるところ
である。

○アルペンスキー競技における関節粘弾性に着目
したターン技術のスキル解析

古賀　歩ら（北見工業大学）
　日本人選手は、ジュニア選手のころから柔らか
い雪のコースで練習する場合が多い。この結果、
ターン後半から次のターンへと向かう切り換え区
間であるクロスオーバー時に、ベンディングと呼

ばれる下肢の抱え込み動作を多用する傾向があ
る。逆に、欧米人選手は、この区間でストレッチン
グと呼ばれる下肢の伸展動作を行うことが多い。
このターン技術の違いに着目して滑降タイムに与
える影響を解析していた。
　ワールドカップ回転競技の映像を用いてスター
トからゴールまでに行ったベンディング動作の回
数と滑降タイムを比較すると、ベンディング動作
の回数に比例して滑降タイムが伸びていることが
分かった。スタートからゴールまでのエネルギー
収支に注目した場合、ターン時の切削抵抗および
空気抵抗は一流選手では同じであると仮定する
と、運動エネルギーの差は、ストレッチングによる
正のエネルギーとベンディングによる負のエネル
ギーを合計したものとなる。股関節および膝関節
の粘性係数および弾性係数を測定し、ベンディン
グの回数から滑降タイムを推定すると、実測値と
ほぼ一致した結果となった。
　映像解析が頻繁に行われ、フォームをチェック
しているヒトの競技において、日本人選手の股関
節や膝関節が、欧米人選手と正反対の動作をして
いたことに驚いた。このような大きな動作の違い
があれば、タイムに大きく影響することは今回の
結果から明らかである。競走馬においても走行
フォームの良し悪しが話されることが多いが、こ
のように極端に異なる場合は少なく、関節の粘弾
性係数についても測定が難しいことから、運動エ
ネルギーにより良いフォームを評価することは難
しいと考えている。

○歩行負荷シミュレータを用いた義肢装具足継手
部のRollover特性の比較計測評価

森本正治ら（大阪電気通信大学）
　義足の足部･足継手部の機能特性を計測評価す
るために踵接地から爪先離れまでの間で足底に垂
直な方向の体重に相当する圧縮力を加えて、足底
がどのように変形するかを表現する"Rollover 
Shape"を用いて比較評価する試みが行われてい
る。しかし、矢状面内に限定した準静的な計測であ
ること、歩行時には必ず存在する前後方向せん断
力が作用しない状態での計測であることなどの問
題があり、実際に使用状況下での義足足部・足継手

部の機能特性を計測したものとはいえなかった。
著者らは標準的な動的歩行状態を再現できる義肢
装具の足部･足継手部機能を試験評価する装置を
作製して、通常の歩行速度で義肢装具の足部･足継
手部が踵接地から爪先離れまで連続的に変形する
状況下で、矢状面内、前額面内および水平面内の
"Rollover Shape"を算出可能としていた。そして、
代表的な義足足部・足継手部について比較計測・評
価して有用性を確認していた。
　この装置は、空圧サーボシリンダーにより、平坦
路歩行中の双峰性の圧縮負荷波形を足部･足継手
部に加えて足底板に押し付け、足底板をモーター
駆動で踵接地（最小-20度）から爪先離れ（最大40
度）まで揺動させる作りとなっていた。
　この装置を用いて、3種類の義足足部・足継手部
のRollover Shapeを測定したところ、その材質や構
造に特異的なRollover Shapeを測定可能であった。
また、着地面が内外側に傾斜している場合の
Rollover Shapeも計測することができ、バランスの
乱れが起こりにくい義足足部・足継手部を比較検
討することも可能であった。
　これまでも、実際の使用者に装着したり、歩行シ
ミュレーターを用いれば、Rollover Shapeを測定す
ることは可能であったが、ヒトによる試技では個
体差が大きすぎ、シミュレーターは非常に高額で
あるという問題点があった。今回の装置により、安
定して数多く測定することが可能となり、義足の
改良が進むのではないかと思われた。Rollover 
Shapeは、ウマにおいては、蹄荷重計や床反力計を
用いて測定される荷重作用点軌跡と同様のもので
ある。そのため、今回の装置を応用すれば、ウマに
おける歩行シミュレーターも作製可能であると考
えるが、蹄鉄の形状変更による荷重作用点軌跡へ
の影響は非常に小さいこと、芝、ダートなどの路面
の種類についても考慮に入れて比較を行う必要が
あることなどから、手間はかかるものの、実際にウ
マを用いて、蹄鉄を交換しながらデータを測定す
るこれまでの方法が有効であると考える。

（髙橋敏之）

レス腱損傷モデルに骨髄間葉系幹細胞を移植し、
スカフォールドのみ移植した群と腱靱帯関連遺伝
子の発現を比較したところ、コントロール群に対
し骨髄間葉系幹細胞を移植した群ではCOL1A1, 
TNC, TNMD, MKXの発現上昇を認めた。また、アデ
ノウイルスベクターを用いてMKXを骨髄間葉系
幹細胞で過剰発現させると7日目にCOL1A1,  
TNXB, TNMD, TNCの発現が上昇し(p<0.05; n=9)、
1型コラーゲンのタンパク量も有意に増加した
(p<0.05; n=3) 。
　in vitro, in vivoの腱分化モデルで、骨髄間葉系幹
細胞のMkxの発現が上昇した。また、骨髄間葉系幹
細胞のMKXの過剰発現により、腱靱帯関連遺伝子
の発現が上昇し、1型コラーゲンの産生が促進さ
れた。これらのことからHomeobox Mohawk遺伝
子が骨髄間葉系幹細胞の腱分化において重要な役
割を果たしていると結論した。
　個人的に、以前から腱組織の発生に関与してい
るHomeobox Mohawk遺伝子に興味を持ってい
た。骨髄間葉系幹細胞が腱細胞へ分化する、また、
骨髄間葉系幹細胞が腱線維であるコラーゲン産生
を促進するという報告から、幹細胞移植による腱
組織の再生メカニズムにもHomeobox Mohawk遺
伝子が深く関与していることが示唆された。

(笠嶋快周)

○ゼラチンハイドロゲルシートを用いたPRP徐放
による肩腱板修復促進効果

加太佑吉ら（京都府立医科大学）
　ヒトの腱板損傷は40代以上になると無症候性
のものも含めて高率で発症し、一度断裂した腱板
を修復して肩機能を回復させるのは比較的困難で
ある。ウマの第1指節種子骨近位付着部における
繋靱帯脚断裂と似通った病態を示す。演者らは
ラット棘上筋腱を切り離し、上腕骨大結節母床に
再縫着させることで腱板損傷修復モデルを作製
し、多血小板血漿（PRP）とゼラチンハイドロゲル
シート（GHS）を利用して効果を検証した。
　実験にはラット18匹36肩を用いてモデルを作
製した。PBS、PRPを肩峰下滑液包に注入した群
（PBS群およびPRP群）、PBS、PRPを含浸させたGHS
を腱板縫着部に留置した群（PBS-GHS群、PRP-GHS

群）を作製した。術後2、4、8週（n=3）で検体を摘出
後、H E お よび s a f r a n i n  O 染 色を行い、
tendon-to-bone maturing scoreで定量評価した。
　μCT画像では、いずれの群においても異所性の
骨形成を認めなかった。組織所見では、術後2週
で、PRP使用群において多数の炎症性細胞や間葉
系細胞を認めた。その後、細胞数は全群で徐々に減
少した。術後8週では、全群で腱骨接合部に軟骨組
織の形成を認めたが、PRP-GHS群においてその軟
骨 細 胞 の 配 列 は 最 も 良 好 で あ っ た 。
tendon-to-bone maturing scoreは、全群で経時的
に改善し、術後8週のPRP-GHS群で他の群よりも
高かった。
　以上のことから演者らは、PRP単独では腱板の
良好な修復を促すのには不十分で、ゼラチンハイ
ドロゲルによる長期間の徐放が効果的であるとい
う結論を出していた。しかしゲルは術後4週およ
び8週の群では患部に認められなかったうえ、患
部周囲の成長因子濃度および遺伝子発現の測定を
行っていなかった。よって、本当にGHSが効果的で
あったのか、疑問が残る部分はある。しかしPRPに
よる組織修復促進作用は組織レベルで認められて
いて、PRPの効果自体は証明されているものと考
えているようであった。

○ラット筋損傷後修復、除痛過程における圧迫療
法、冷却療法による治療行為の差異

稲毛一秀ら（千葉大学）
　筋損傷に対する治療法はRICE（R: rest I: ice C: 
compression E: elevation）療法などの保存療法が
一般的であるが、その効果は不明な点が多い。そこ
で、ラット筋損傷モデルを用いて圧迫、冷却療法に
よる組織学的変化および筋肉由来の支配感覚神経
の特性変化を比較した。
　8週齢ラットを用いて、drop-mass法（おもりを
下肢部の筋肉に落として損傷を作る）にてモデル
作成し、損傷後3時間にラテックスゴムで損傷部
を30分圧迫（300mmHg）した圧迫群（n=36）、氷で
損傷部を30分冷却した冷却群（n=36）、未治療群
（n=36）の3群について比較を行った。損傷後3、6、
18、24時間、3日、1週、2週の腓腹筋をHE染色で評
価した。また、損傷後3、6、18、24時間の腓腹筋を

ELISA法にてTNF-αの定量評価を行った。損傷部
にはフルオロゴールド（FG）を留置し、損傷後3日
のL4後根神経節でCGRP（疼痛関連ペプチド）によ
る免疫組織化学的染色を行った。
　組織所見では、未治療群と比し、圧迫群は損傷後
6時間以降で出血や浮腫が少ない傾向にあった。
冷却群は、損傷後6時間で出血や浮腫は減少する
も、損傷後18時間以降で増強した。損傷後1週間で
未治療群は筋組織の壊死が残存していたが、圧迫
群、冷却群は筋線維修復が認められた。TNF-αに
ついては、圧迫群は未治療群と比べて損傷後3、6、
18時間ともに低値を示した。特に損傷後6時間で
有意に低値だった。冷却群は未治療群と比べて損
傷後3、6時間で一過性な上昇を示すも、損傷後18
時間では有意に低下した。L4後根神経節でのFGと
CGRPで二重標識される細胞の割合は、圧迫群、冷
却群ともに未治療群と比べて有意に低かった。
　圧迫、冷却療法による筋線維損傷への働きかけ
方はそれぞれ異なる。しかしともに受傷後におけ
る組織修復作用や疼痛緩和作用に効果的であるこ
とが考えられた。圧迫群と冷却群とで患部におけ
るサイトカインの動態が異なることについて明確
な考察は避けていたが、組織所見の違いに及ぼし
た影響についてはその関連性を指摘していた。今
回測定したサイトカインはTNF-αのみであった
が、IL-6は個体間の測定誤差が大きいので今回は
測定しなかったとのことだった。なお、結果を踏ま
えて演者が推奨した筋損傷後の処置としては、圧
迫が理想的だとのことであった。

（福田健太郎）

○パネルディスカッション　感染研究の最前線と
臨床への応用
①整形外科領域感染症の臨床における問題点

川村英樹（鹿児島大学）
②整形外科領域感染症への微生物学的アプローチ

森永芳智（長崎大学）
③骨・関節感染症の遺伝子診断

大楠清文（東京医科大学）
④人工関節周囲感染の新しい診断法の臨床応用

稲葉　裕（横浜市立大学）
　整形外科領域における術部感染症（Surgical site 

infection）は患者および医師にとって治療が難し
く、負担の非常に大きい疾患である。特に、近年抗
菌薬耐性菌の増加は整形外科領域にも極めて深刻
な事態を招いており、この分野は非常に注目され
ている。本ディスカッションでは、細菌学的および
臨床的な観点から整形外科手術における感染症の
予防と治療に関する検討が実施された。
　①と②の演題は微生物学的な立場から、感染予
防などについての報告であった。やはり、この領域
における最大の敵はメチシリン耐性黄色ブドウ球
菌（MRSA）であり、この特性について議論された。
特に人工関節やインプラント挿入では、MRSAな
どの感染菌がバイオフィルムを形成するため、抗
菌薬の効果が阻害され治癒が困難となる。
　また、この分野において治療を困難にさせる原
因の一つとして、病原体分離が容易ではないとい
うことがある。すでに閉創している内部での感染
や、すでに抗菌薬投与を受けている段階では菌を
分離することができず、適切な抗菌薬選択が難し
い症例も多い。また、近年注目されていることとし
て、培養時に出てくるsmall colony variantと呼ば
れる小コロニー群は検査の対象になりにくく、こ
れらの菌が抗菌薬をすり抜けて病気の再発などに
関与している可能性が示された。無菌手術下にお
いても、これらのコンタミネーションを完全に避
けることは難しく、更なる対策が求められている。
　③と④では、培養検査ではなく遺伝子検査を臨
床に応用する演題であった。抗菌薬の投与下など
では、スタンダードな培養検査では分離されない
症例があるため、それを広域PCRで診断しようと
するものである。また、人工関節の感染において
は、一旦関節を外して抗菌薬ビーズなどの素材を
留置し、感染を抑えてから再度人工関節を入れる
のが一般的であるが、この場合関節を外して初め
て菌が分離できるため、数日の培養検査を待って
抗菌薬ビーズを選択することは不可能である。こ
の報告では手術中にPCRをかけて簡易的に菌を同
定し、感受性検査はできないが、過去の傾向から適
した抗菌薬ビーズを選択し使用している。当然、感
染症の状態は様々な角度から診断するもので、
PCRの結果のみによるものではないが、一助には
なると考えられた。

○破骨細胞研究と骨吸収抑制骨粗鬆症薬
秋山治彦（岐阜大学）

　破骨細胞の研究はヒトの骨粗鬆研究では非常に
重要な分野であり、研究が盛んに行われている。骨
粗鬆症においては骨芽細胞と破骨細胞のバランス
が崩れ、骨量の減少のため骨折などを引き起こさ
れる。それらに対し、骨芽細胞や破骨細胞の働きを
解析し、治療薬が開発されている。
　最も古くから使用されている薬品は、ビスホス
ホネート製剤である。これらは破骨細胞にアポ
トーシスを引き起こし、破骨細胞の働きを抑制し、
骨増量を期待する薬剤である。現在最も一般的に
使用されている薬剤であるが、問題点としては破
骨細胞の働きに加え骨芽細胞の働きも抑制してし
まうことや、長期投与では増量効果が持続しない
ことがある。
　テリパラチド（PTH　パラソルモン）は、副甲状
腺ホルモンを製剤化した薬剤である。本来PTHは
骨芽細胞を促進し、骨を吸収し血中カルシウム濃
度を上昇させるホルモンである。長時間このホル
モンが作用すると骨吸収が促進され骨は無くなる
が、間欠的投与では逆に骨形成が促進されるため、
骨粗鬆薬として使用されている。ビスホスホネー
ト製剤のような破骨細胞を抑制する薬品は骨吸収
を抑え、骨増量を期待する薬品だが、PTHは骨形成
を直接促進する薬剤である。そのため、近年では骨
折の癒合不全例にも応用されている。ビスホス
ネートで骨増量が一定で止まってしまった症例に
も、骨増量が期待できるとのことであった。
　これらに加えて、近年抗RANKLモノクローナル
抗体であるデノスマブが発売された。これは、破骨
細胞の活性因子であるRANKLに対する抗体であ
る。RANKLは骨芽細胞から発現し、破骨細胞の
RANKに結合して、破骨細胞は活性化する。この働
きを阻害することにより、破骨細胞を抑制し、骨増
量を期待する薬品である。今後の臨床成績の報告
が期待される。

（黒田泰輔）

○磁気ターゲティング法を用いた骨髄間葉系幹細
胞移植における生体発光イメージングを用いた移
植細胞の動態解析

兒玉祥ら(広島県障害者リハビリテーションセン
ター)
　演者らのグループは、MRI用造影剤で磁気標識
した骨髄間葉系幹細胞(MSC)を、体外磁場装置を
用いて損傷部位に効率よく集積させる方法を開発
し、これまでに本法によって骨、軟骨、筋、脊髄神経
における組織修復を促進したことを報告してい
る。今回は、磁気標識したMSCをラット大腿骨骨折
モデルに移植し、その細胞の生体内での動態に関
して報告があった。
　演者らは、ルシフェラーゼ遺伝子導入された
ラットのMSCを樹立した後、その細胞を磁気標識
し、大腿骨骨折モデル(野生型ラット)の骨折部位
に投与した。細胞投与時に磁場を作用させた群
(MSC+M群)と、磁場を作用させなかった群(MSC
群)、そして細胞ではなくPBSのみを投与した群
(PBS群)の3群を作成した。その後、移植細胞の増減
と分布の経時的変化を生体発光イメージングで観
察し、骨形成をX線学的および組織学的に評価し
た。
　その結果、骨折部での発光強度はいずれの細胞
移植群においても移植後3日で著明に増強し、そ
の後漸減した。移植後3日から4週ではMSC+M群
で有意に高い発光強度を示した。発光の分布は
MSC+M群が骨折部位に集積していた一方、MSC群
では大腿部に拡散していた。X線学的および組織
学的な評価では、MSC+M群の仮骨形成が有意で
あった。
　生体発光イメージングは、発光強度の増減にて
移植細胞数を定量化でき、その発光の分布にて移
植細胞の集積を観察することができたことから、
細胞治療研究において移植方法の良否を検討する
有用な評価方法になると演者らは考えている。

○変形性膝関節症に対する滑膜幹細胞移植による
再生医療の試み

関矢一郎ら(東京医科歯科大学)
　滑膜間葉系幹細胞は自己血清による増殖能と軟
骨分化能が高いことから、軟骨再生の細胞源とし
て有用であると考えられている。演者らのグルー
プは、2008年から膝関節軟骨欠損に対して自己滑
膜間葉系幹細胞を関節鏡下で移植する臨床研究を

実施しており、これまでの研究から、大腿骨顆部軟
骨欠損部に培養した幹細胞(液体状)を10分間静置
することによって、静置した幹細胞のおよそ6割
が軟骨欠損部に定着することを明らかにしている
(残りの4割は滑膜に流出するが、追跡調査の結果、
副作用等はなかった)。
　今回、演者らは本手法を半月板損傷の治療に応
用するための研究を報告した。
　演者らはマイクロミニピッグの両肢に手術を実
施して、半月板損傷モデルを作製した後、同一個体
から得られた滑膜間葉系幹細胞を培養し、損傷部
に10分間静置した。術後2週目、4週目、12週目に
幹細胞投与肢と、その対側肢(コントロール)の損
傷部を組織学的に比較した。
　その結果、幹細胞投与肢はコントロール肢より
もいずれも修復が進んでいた。特に幹細胞投与肢
では滑膜組織の再生が明瞭であった。
　これまでにも、滑膜間葉系細胞が滑膜組織の再
生誘導を上昇させる報告があることから、演者ら

は本手法であっても幹細胞を半月板に移植するこ
とが可能であり、幹細胞移植が半月板損傷の修復
に寄与したと考えている。
　幹細胞移植が骨、軟骨、半月板、腱・靭帯などの修
復に寄与していることを示す報告は上記以外にも
多数あったことから、幹細胞を用いた治療は今後
も様々な分野でますます研究が進んでいくことが
期待される。特に、幹細胞を効率的に投与する方法
については、幹細胞に関する基礎研究と、臨床現場
での応用を橋渡しする研究として注目されてい
る。上記2報告はいずれも特別な足場素材(スキャ
フォールド；幹細胞の治療効果を高める構造物)を
使用することなく、幹細胞の治療効果を高めるこ
とが可能であることから、比較的、競走馬の幹細胞
療法に応用しやすいと考えられた。今後、靭帯・腱
分野でもこういった基礎研究および臨床研究が進
むことを期待する。

(田村周久)
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バイオメカニズム学術講演会とは
　バイオメカニズム学会は、1973年に創立された
学術団体で、ロボット工学・整形外科学・リハビリ
テーション医学・福祉工学・体育学・人類学・解剖
学、生物の形態・運動・機能を研究対象にしている
学会である。バイオメカニズムは、生物を工学・医
学・生物学などの多面的な視点と方法論で解析す
るだけでなく、人工関節や福祉機器の開発、舞踊･
スポーツや機能不全・介護動作の評価・改善などに
応用することに特徴がある。また、動物の構造や復
元など、純粋に生物の巧みさを解明する理学的側
面も持っている。
　今回の学術集会では、「バイオメカニズムの社会
還元」をテーマとして、1つの討論会、2つのワーク
ショップ、70題の口頭発表が行われた。幅広い分
野を研究対象としているため、発表内容は、スポー
ツや日常動作における動作解析や義足、歩行を補

助する装具など多岐に渡った。
　以下に、競走馬の研究に役立つと思われる演題
を紹介する。

○サラブレッドの歩容におけるエネルギーに基づ
いたスイングの制振と励振

松本拓也ら（慶応大学）
　この研究は、競走馬総合研究所のトレッドミル
および実験馬を用いて、慶応大学の機材および人
員により、測定・解析を行った報告である。
　競走馬は、駈歩以上の速度では、左右の肢が非対
称に動き、さらに前肢は体重を支持する役割が強
く、後肢は推進力を発揮する役割を持つため、その
質量や形状が異なる。しかし、各肢の立脚期（着地
している時間）や遊脚期（空中にある時間）はほぼ
同一である。この研究では、このように質量や形状
および動作が異なる各肢の動作周期を制御する仕

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

組みについて、四肢を「長さと慣性モーメントが変
わる振子」とみなし、エネルギーに基づいて考察し
た。
　実験には、サラブレッド4頭を用い、トレッドミ
ル上の左手前の駈歩を16台のカメラを用いた
モーションキャプチャーにより500Hzで計測し
た。解析は、遊脚期のみを対象とした。
　肢のエネルギーには、主に3種類のものがある。
回転軸に作用する内力によるエネルギー、振子に
見立てた肢の長さの伸縮により増減するエネル
ギー、回転軸周りの関節トルクで生成・吸収される
エネルギーである。前後肢の動作をこれらのエネ
ルギーから見た場合、前肢では、肩関節周りから供
給されるエネルギーが後肢よりも小さく、そのた
め肢を折りたたみエネルギーを増加させることに
よりスイングを加速させていた。一方、後肢は、股
関節に作用する内力または関節トルクにより十分
に供給されるエネルギーによりスイングし、後半
ではスイングを止めるために逆に股関節にエネル
ギーを吸収させることから、肢を折りたたまずに
いることが分かった。このような仕組みにより、サ
ラブレッドは質量や形状および動作が異なる各肢
の動作周期を制御して、四肢で、ほぼ同様な立脚期
や遊脚期を維持していることが分かった。
　ウマなどは、肢の回転周期を短くするために、重
い筋肉を体幹に配置し、肢端を軽くしていること
が知られている。今回の発表では、それ以外に前後
肢で異なる肢の折りたたみ動作の意味を説明して
いる点が興味深かった。サラブレッドはなぜ速く
走ることができるのかについての知識を深めるこ
とは、より専門的な知識を求めるファンへの説明
や、トレーニングなどを考える上で重要だと考え
られた。

○歩行における関節運動パターンの学習を目的と
した運動療法効果の運動学解析

齋藤恒一ら（鈴鹿医療科学大学）
　運動に関与する中枢は、運動が自動化されるの
にしたがって、中枢神経系のより下位の階層へと
引き継がれる。歩行は自動化された運動の代表例
であるが、随意性も併せ持つ。例えば、経験したこ
とのない路面状況に対して適応させるように調整

する。また、一度経験したものであれば、その経験
を基に調整をする。すなわち、歩行は高度に自動化
されているにもかかわらず、適応性や学習性をも
つ運動であり、これを理解することは、リハビリ
テーションや歩行能力低下の予防に有用である。
　歩行の学習性や適応性に関する検討は、分離型
トレッドミルにより、左右の肢の動きを変えるこ
とに対する適応などが検討されているが、短期の
学習効果を検証しているのみである。著者らの研
究によると、足関節背屈運動を制限する装具を装
着して1,000歩の歩行を行うと、装具除去後の歩
行でも関節運動パターンが変化し、その効果が1
時間後まで持続していた。そこで今回は、長期間の
学習効果について検討していた。
　実験では、健常男性9名に足関節背屈運動を制
限する装具を装着して連続して1,000歩（片側500
歩）の歩行を行った。その後、装具を外し、歩行をし
ない状態で4時間待機し、歩行パターンを測定し
た。さらに、通常の状態で20時間（初回測定から24
時間後）過ごした後に、再び歩行パターンを測定し
た。その結果、4時間後および24時間後には足関節
および股関節角度に有意な差が見られたが、歩行
の時間的距離的因子には差が見られなかった。こ
れらのことから、装具を装着した歩行を繰り返す
ことにより、歩行パターンが学習され、その後、類
似の動作を行わずに4時間待機すると24時間後で
も学習効果が持続することが分かった。
　ウマにおいても馬装具を装着することにより動
作の矯正が行われているが、その効果は装着時の
みで持続しないと考えていた。ヒトにおいては、学
習時間や休息時間を工夫することにより効果が持
続したことから、ウマにおいても装具による動作
の学習の持続現象が見られるか興味のあるところ
である。

○アルペンスキー競技における関節粘弾性に着目
したターン技術のスキル解析

古賀　歩ら（北見工業大学）
　日本人選手は、ジュニア選手のころから柔らか
い雪のコースで練習する場合が多い。この結果、
ターン後半から次のターンへと向かう切り換え区
間であるクロスオーバー時に、ベンディングと呼

ばれる下肢の抱え込み動作を多用する傾向があ
る。逆に、欧米人選手は、この区間でストレッチン
グと呼ばれる下肢の伸展動作を行うことが多い。
このターン技術の違いに着目して滑降タイムに与
える影響を解析していた。
　ワールドカップ回転競技の映像を用いてスター
トからゴールまでに行ったベンディング動作の回
数と滑降タイムを比較すると、ベンディング動作
の回数に比例して滑降タイムが伸びていることが
分かった。スタートからゴールまでのエネルギー
収支に注目した場合、ターン時の切削抵抗および
空気抵抗は一流選手では同じであると仮定する
と、運動エネルギーの差は、ストレッチングによる
正のエネルギーとベンディングによる負のエネル
ギーを合計したものとなる。股関節および膝関節
の粘性係数および弾性係数を測定し、ベンディン
グの回数から滑降タイムを推定すると、実測値と
ほぼ一致した結果となった。
　映像解析が頻繁に行われ、フォームをチェック
しているヒトの競技において、日本人選手の股関
節や膝関節が、欧米人選手と正反対の動作をして
いたことに驚いた。このような大きな動作の違い
があれば、タイムに大きく影響することは今回の
結果から明らかである。競走馬においても走行
フォームの良し悪しが話されることが多いが、こ
のように極端に異なる場合は少なく、関節の粘弾
性係数についても測定が難しいことから、運動エ
ネルギーにより良いフォームを評価することは難
しいと考えている。

○歩行負荷シミュレータを用いた義肢装具足継手
部のRollover特性の比較計測評価

森本正治ら（大阪電気通信大学）
　義足の足部･足継手部の機能特性を計測評価す
るために踵接地から爪先離れまでの間で足底に垂
直な方向の体重に相当する圧縮力を加えて、足底
がどのように変形するかを表現する"Rollover 
Shape"を用いて比較評価する試みが行われてい
る。しかし、矢状面内に限定した準静的な計測であ
ること、歩行時には必ず存在する前後方向せん断
力が作用しない状態での計測であることなどの問
題があり、実際に使用状況下での義足足部・足継手

部の機能特性を計測したものとはいえなかった。
著者らは標準的な動的歩行状態を再現できる義肢
装具の足部･足継手部機能を試験評価する装置を
作製して、通常の歩行速度で義肢装具の足部･足継
手部が踵接地から爪先離れまで連続的に変形する
状況下で、矢状面内、前額面内および水平面内の
"Rollover Shape"を算出可能としていた。そして、
代表的な義足足部・足継手部について比較計測・評
価して有用性を確認していた。
　この装置は、空圧サーボシリンダーにより、平坦
路歩行中の双峰性の圧縮負荷波形を足部･足継手
部に加えて足底板に押し付け、足底板をモーター
駆動で踵接地（最小-20度）から爪先離れ（最大40
度）まで揺動させる作りとなっていた。
　この装置を用いて、3種類の義足足部・足継手部
のRollover Shapeを測定したところ、その材質や構
造に特異的なRollover Shapeを測定可能であった。
また、着地面が内外側に傾斜している場合の
Rollover Shapeも計測することができ、バランスの
乱れが起こりにくい義足足部・足継手部を比較検
討することも可能であった。
　これまでも、実際の使用者に装着したり、歩行シ
ミュレーターを用いれば、Rollover Shapeを測定す
ることは可能であったが、ヒトによる試技では個
体差が大きすぎ、シミュレーターは非常に高額で
あるという問題点があった。今回の装置により、安
定して数多く測定することが可能となり、義足の
改良が進むのではないかと思われた。Rollover 
Shapeは、ウマにおいては、蹄荷重計や床反力計を
用いて測定される荷重作用点軌跡と同様のもので
ある。そのため、今回の装置を応用すれば、ウマに
おける歩行シミュレーターも作製可能であると考
えるが、蹄鉄の形状変更による荷重作用点軌跡へ
の影響は非常に小さいこと、芝、ダートなどの路面
の種類についても考慮に入れて比較を行う必要が
あることなどから、手間はかかるものの、実際にウ
マを用いて、蹄鉄を交換しながらデータを測定す
るこれまでの方法が有効であると考える。

（髙橋敏之）
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バイオメカニズム学術講演会とは
　バイオメカニズム学会は、1973年に創立された
学術団体で、ロボット工学・整形外科学・リハビリ
テーション医学・福祉工学・体育学・人類学・解剖
学、生物の形態・運動・機能を研究対象にしている
学会である。バイオメカニズムは、生物を工学・医
学・生物学などの多面的な視点と方法論で解析す
るだけでなく、人工関節や福祉機器の開発、舞踊･
スポーツや機能不全・介護動作の評価・改善などに
応用することに特徴がある。また、動物の構造や復
元など、純粋に生物の巧みさを解明する理学的側
面も持っている。
　今回の学術集会では、「バイオメカニズムの社会
還元」をテーマとして、1つの討論会、2つのワーク
ショップ、70題の口頭発表が行われた。幅広い分
野を研究対象としているため、発表内容は、スポー
ツや日常動作における動作解析や義足、歩行を補

助する装具など多岐に渡った。
　以下に、競走馬の研究に役立つと思われる演題
を紹介する。

○サラブレッドの歩容におけるエネルギーに基づ
いたスイングの制振と励振

松本拓也ら（慶応大学）
　この研究は、競走馬総合研究所のトレッドミル
および実験馬を用いて、慶応大学の機材および人
員により、測定・解析を行った報告である。
　競走馬は、駈歩以上の速度では、左右の肢が非対
称に動き、さらに前肢は体重を支持する役割が強
く、後肢は推進力を発揮する役割を持つため、その
質量や形状が異なる。しかし、各肢の立脚期（着地
している時間）や遊脚期（空中にある時間）はほぼ
同一である。この研究では、このように質量や形状
および動作が異なる各肢の動作周期を制御する仕

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

組みについて、四肢を「長さと慣性モーメントが変
わる振子」とみなし、エネルギーに基づいて考察し
た。
　実験には、サラブレッド4頭を用い、トレッドミ
ル上の左手前の駈歩を16台のカメラを用いた
モーションキャプチャーにより500Hzで計測し
た。解析は、遊脚期のみを対象とした。
　肢のエネルギーには、主に3種類のものがある。
回転軸に作用する内力によるエネルギー、振子に
見立てた肢の長さの伸縮により増減するエネル
ギー、回転軸周りの関節トルクで生成・吸収される
エネルギーである。前後肢の動作をこれらのエネ
ルギーから見た場合、前肢では、肩関節周りから供
給されるエネルギーが後肢よりも小さく、そのた
め肢を折りたたみエネルギーを増加させることに
よりスイングを加速させていた。一方、後肢は、股
関節に作用する内力または関節トルクにより十分
に供給されるエネルギーによりスイングし、後半
ではスイングを止めるために逆に股関節にエネル
ギーを吸収させることから、肢を折りたたまずに
いることが分かった。このような仕組みにより、サ
ラブレッドは質量や形状および動作が異なる各肢
の動作周期を制御して、四肢で、ほぼ同様な立脚期
や遊脚期を維持していることが分かった。
　ウマなどは、肢の回転周期を短くするために、重
い筋肉を体幹に配置し、肢端を軽くしていること
が知られている。今回の発表では、それ以外に前後
肢で異なる肢の折りたたみ動作の意味を説明して
いる点が興味深かった。サラブレッドはなぜ速く
走ることができるのかについての知識を深めるこ
とは、より専門的な知識を求めるファンへの説明
や、トレーニングなどを考える上で重要だと考え
られた。

○歩行における関節運動パターンの学習を目的と
した運動療法効果の運動学解析

齋藤恒一ら（鈴鹿医療科学大学）
　運動に関与する中枢は、運動が自動化されるの
にしたがって、中枢神経系のより下位の階層へと
引き継がれる。歩行は自動化された運動の代表例
であるが、随意性も併せ持つ。例えば、経験したこ
とのない路面状況に対して適応させるように調整

する。また、一度経験したものであれば、その経験
を基に調整をする。すなわち、歩行は高度に自動化
されているにもかかわらず、適応性や学習性をも
つ運動であり、これを理解することは、リハビリ
テーションや歩行能力低下の予防に有用である。
　歩行の学習性や適応性に関する検討は、分離型
トレッドミルにより、左右の肢の動きを変えるこ
とに対する適応などが検討されているが、短期の
学習効果を検証しているのみである。著者らの研
究によると、足関節背屈運動を制限する装具を装
着して1,000歩の歩行を行うと、装具除去後の歩
行でも関節運動パターンが変化し、その効果が1
時間後まで持続していた。そこで今回は、長期間の
学習効果について検討していた。
　実験では、健常男性9名に足関節背屈運動を制
限する装具を装着して連続して1,000歩（片側500
歩）の歩行を行った。その後、装具を外し、歩行をし
ない状態で4時間待機し、歩行パターンを測定し
た。さらに、通常の状態で20時間（初回測定から24
時間後）過ごした後に、再び歩行パターンを測定し
た。その結果、4時間後および24時間後には足関節
および股関節角度に有意な差が見られたが、歩行
の時間的距離的因子には差が見られなかった。こ
れらのことから、装具を装着した歩行を繰り返す
ことにより、歩行パターンが学習され、その後、類
似の動作を行わずに4時間待機すると24時間後で
も学習効果が持続することが分かった。
　ウマにおいても馬装具を装着することにより動
作の矯正が行われているが、その効果は装着時の
みで持続しないと考えていた。ヒトにおいては、学
習時間や休息時間を工夫することにより効果が持
続したことから、ウマにおいても装具による動作
の学習の持続現象が見られるか興味のあるところ
である。

○アルペンスキー競技における関節粘弾性に着目
したターン技術のスキル解析

古賀　歩ら（北見工業大学）
　日本人選手は、ジュニア選手のころから柔らか
い雪のコースで練習する場合が多い。この結果、
ターン後半から次のターンへと向かう切り換え区
間であるクロスオーバー時に、ベンディングと呼

ばれる下肢の抱え込み動作を多用する傾向があ
る。逆に、欧米人選手は、この区間でストレッチン
グと呼ばれる下肢の伸展動作を行うことが多い。
このターン技術の違いに着目して滑降タイムに与
える影響を解析していた。
　ワールドカップ回転競技の映像を用いてスター
トからゴールまでに行ったベンディング動作の回
数と滑降タイムを比較すると、ベンディング動作
の回数に比例して滑降タイムが伸びていることが
分かった。スタートからゴールまでのエネルギー
収支に注目した場合、ターン時の切削抵抗および
空気抵抗は一流選手では同じであると仮定する
と、運動エネルギーの差は、ストレッチングによる
正のエネルギーとベンディングによる負のエネル
ギーを合計したものとなる。股関節および膝関節
の粘性係数および弾性係数を測定し、ベンディン
グの回数から滑降タイムを推定すると、実測値と
ほぼ一致した結果となった。
　映像解析が頻繁に行われ、フォームをチェック
しているヒトの競技において、日本人選手の股関
節や膝関節が、欧米人選手と正反対の動作をして
いたことに驚いた。このような大きな動作の違い
があれば、タイムに大きく影響することは今回の
結果から明らかである。競走馬においても走行
フォームの良し悪しが話されることが多いが、こ
のように極端に異なる場合は少なく、関節の粘弾
性係数についても測定が難しいことから、運動エ
ネルギーにより良いフォームを評価することは難
しいと考えている。

○歩行負荷シミュレータを用いた義肢装具足継手
部のRollover特性の比較計測評価

森本正治ら（大阪電気通信大学）
　義足の足部･足継手部の機能特性を計測評価す
るために踵接地から爪先離れまでの間で足底に垂
直な方向の体重に相当する圧縮力を加えて、足底
がどのように変形するかを表現する"Rollover 
Shape"を用いて比較評価する試みが行われてい
る。しかし、矢状面内に限定した準静的な計測であ
ること、歩行時には必ず存在する前後方向せん断
力が作用しない状態での計測であることなどの問
題があり、実際に使用状況下での義足足部・足継手

部の機能特性を計測したものとはいえなかった。
著者らは標準的な動的歩行状態を再現できる義肢
装具の足部･足継手部機能を試験評価する装置を
作製して、通常の歩行速度で義肢装具の足部･足継
手部が踵接地から爪先離れまで連続的に変形する
状況下で、矢状面内、前額面内および水平面内の
"Rollover Shape"を算出可能としていた。そして、
代表的な義足足部・足継手部について比較計測・評
価して有用性を確認していた。
　この装置は、空圧サーボシリンダーにより、平坦
路歩行中の双峰性の圧縮負荷波形を足部･足継手
部に加えて足底板に押し付け、足底板をモーター
駆動で踵接地（最小-20度）から爪先離れ（最大40
度）まで揺動させる作りとなっていた。
　この装置を用いて、3種類の義足足部・足継手部
のRollover Shapeを測定したところ、その材質や構
造に特異的なRollover Shapeを測定可能であった。
また、着地面が内外側に傾斜している場合の
Rollover Shapeも計測することができ、バランスの
乱れが起こりにくい義足足部・足継手部を比較検
討することも可能であった。
　これまでも、実際の使用者に装着したり、歩行シ
ミュレーターを用いれば、Rollover Shapeを測定す
ることは可能であったが、ヒトによる試技では個
体差が大きすぎ、シミュレーターは非常に高額で
あるという問題点があった。今回の装置により、安
定して数多く測定することが可能となり、義足の
改良が進むのではないかと思われた。Rollover 
Shapeは、ウマにおいては、蹄荷重計や床反力計を
用いて測定される荷重作用点軌跡と同様のもので
ある。そのため、今回の装置を応用すれば、ウマに
おける歩行シミュレーターも作製可能であると考
えるが、蹄鉄の形状変更による荷重作用点軌跡へ
の影響は非常に小さいこと、芝、ダートなどの路面
の種類についても考慮に入れて比較を行う必要が
あることなどから、手間はかかるものの、実際にウ
マを用いて、蹄鉄を交換しながらデータを測定す
るこれまでの方法が有効であると考える。

（髙橋敏之）
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第30回日本ストレス学会学術総会

　平成26年11月7日～8日の2日間にわたり、第30
回日本ストレス学会学術総会が、「社会が求めるス
トレス研究とストレス対策」をメインテーマとし
て、日本大学文理学部百周年記念館において開催
された。
　理事長講演1題、会長講演1題、第30回記念大会
特別企画・ラウンドテーブルディスカッション1
題、特別講演1題、教育講演4題、シンポジウム4題、
ワークショップ1題、ランチョンセミナー3題、一
般講演35題、市民公開講座2題の発表があった。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○腸内細菌とストレス反応・行動特性
須藤信行（九州大学）

　ヒトは、胎内感染などの特殊な要因がない限り、
無菌の状態で出生する。生直後より母体および周
囲環境より児の腸管、皮膚、泌尿器、生殖器などに
細菌が定着し、いわゆる常在細菌叢を形成してい
く。そのうちで最大のものは腸内細菌叢であり、そ
の細菌数は成人では1014個、重量にして1～2kgに
も相当する。最近、腸内細菌の同定法として、従来
の培養法に加えて分子生物学的手法が用いられる
ようになり、次々と新しい知見が明らかにされて
いる。以前より、腸内細菌叢には多数の培養できな
い細菌が存在することがわかっていたが、16S 
ribosomal RNAを指標とした解析が行われるよう
になり、その全貌が明らかにされつつある。その結
果は驚くべきものであり、腸内細菌叢は少なくと
も1800属、4万種程度の細菌を含んでいるという。
これら常在細菌は進化の過程で宿主と緊密な共生
関係を形成しており、抗原刺激をたえず供給する
ことにより免疫機能の発達を促すとともに、他の
様々な生理機能の発現にも深く関与していると考
えられる。
　ところで、ストレスが末梢臓器レベルに及ぼす
影響については様々な知見が集積されてきたが、
末梢器官からの信号が中枢神経系の機能へどのよ
うに影響するかについては、最近まであまり注目
されていなかった。しかし、近年の神経科学、分子

生物学の進歩により、中枢神経と末梢器官とは、神
経系や液性因子（ホルモン、サイトカイン）などの
共通の情報伝達物質、受容体を介し、双方向的な
ネットワークを形成していることが明らかとなっ
てきた。例えば腸の場合、腸内で生じた様々な信号
は、これらの経路を介して中枢神経系へ伝達され、
その情報処理過程に影響していることが知られて
いる（Brain-Gut axis:脳腸相関）。
　演者らは、生直後より定着してくる常在細菌叢
は宿主にとって重要な外界因子の一つであること
から、“腸内細菌叢は神経系の発達や機能にも深く
関与している”、という作業仮説を立て、様々な人
工菌叢マウスを作製し、その視床下部̶下垂体̶
副腎軸（hypothalamic-pituitary-adorenal axis: 
HPA axis）の反応性をGF（無菌）マウスと比較、検
討した。その結果、腸内細菌叢はHPA axisの反応性
を決定する重要な環境因子の一つであることを明
らかにした。さらに、最近では、腸内細菌はストレ
ス反応ばかりでなく行動面や情動面にも影響を与
えることが演者らを含む複数の研究グループより
報告され、新しい研究領域として大きく発展しつ
つある。

○ストレスとミクログリア－齧歯類モデルの知見
とヒト血液由来直接誘導ミクログリア様細胞作製
技術の応用

加藤隆弘ら（九州大学）
　ミクログリアは静止状態では樹状に突起を伸展
して脳内の監視役としてシナプス間を含む微細な
環境変化をモニターしており、様々なストレス・脳
内環境変化に応答して活性化すると、遊走能を有
するアメーバ状の形態へ変化し貪食能を呈し、標
的部位まで移動し、炎症性サイトカインやフリー
ラジカルといった神経障害因子および神経栄養因
子を産生し、脳内の炎症免疫機構を司っているこ
とが齧歯類モデルを用いた研究により明らかに
なってきた。ヒトにおけるミクログリアの関与に
関しては、詳細な検討はなされていないが、近年の
死後脳研究やPET（陽電子放出断層撮影）を用いた

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

生体脳研究において、統合失調症患者、自閉症患
者、あるいは、慢性疲労症候群患者の脳内でミクロ
グリアの過剰活性化が報告されている。
　ヒトを対象としたミクログリア研究では、技術
的倫理的側面から生きた脳由来ミクログリアを直
接的に採取・解析するのはほぼ不可能で、モデル動
物由来のミクログリア細胞を摘出し解析せざるを
得ない状況にあった。演者らは、最近、ヒトの末梢
血からわずか2週間でミクログリア様細胞（iMG）
を作製する技術を開発した。ヒト由来iMGの作製

により、これまで不可能であったヒトのミクログ
リアのモレキュラーレベルでの活性化特性や薬剤
反応が予測可能となり、臨床所見（診断・各種検査
スコア・重症度など）との相関を解析することで、
ミクログリア活性化特性がストレス性疾患を含む
様々な精神現象にいかに影響するかを探ることが
可能となった。なお、演者らは、現在、精力的にミク
ログリアとストレスに関する研究を展開してい
る。

（石田信繁）
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　平成26年11月7日～8日の2日間にわたり、第30
回日本ストレス学会学術総会が、「社会が求めるス
トレス研究とストレス対策」をメインテーマとし
て、日本大学文理学部百周年記念館において開催
された。
　理事長講演1題、会長講演1題、第30回記念大会
特別企画・ラウンドテーブルディスカッション1
題、特別講演1題、教育講演4題、シンポジウム4題、
ワークショップ1題、ランチョンセミナー3題、一
般講演35題、市民公開講座2題の発表があった。
　以下に、印象的な演題について紹介する。

○腸内細菌とストレス反応・行動特性
須藤信行（九州大学）

　ヒトは、胎内感染などの特殊な要因がない限り、
無菌の状態で出生する。生直後より母体および周
囲環境より児の腸管、皮膚、泌尿器、生殖器などに
細菌が定着し、いわゆる常在細菌叢を形成してい
く。そのうちで最大のものは腸内細菌叢であり、そ
の細菌数は成人では1014個、重量にして1～2kgに
も相当する。最近、腸内細菌の同定法として、従来
の培養法に加えて分子生物学的手法が用いられる
ようになり、次々と新しい知見が明らかにされて
いる。以前より、腸内細菌叢には多数の培養できな
い細菌が存在することがわかっていたが、16S 
ribosomal RNAを指標とした解析が行われるよう
になり、その全貌が明らかにされつつある。その結
果は驚くべきものであり、腸内細菌叢は少なくと
も1800属、4万種程度の細菌を含んでいるという。
これら常在細菌は進化の過程で宿主と緊密な共生
関係を形成しており、抗原刺激をたえず供給する
ことにより免疫機能の発達を促すとともに、他の
様々な生理機能の発現にも深く関与していると考
えられる。
　ところで、ストレスが末梢臓器レベルに及ぼす
影響については様々な知見が集積されてきたが、
末梢器官からの信号が中枢神経系の機能へどのよ
うに影響するかについては、最近まであまり注目
されていなかった。しかし、近年の神経科学、分子

生物学の進歩により、中枢神経と末梢器官とは、神
経系や液性因子（ホルモン、サイトカイン）などの
共通の情報伝達物質、受容体を介し、双方向的な
ネットワークを形成していることが明らかとなっ
てきた。例えば腸の場合、腸内で生じた様々な信号
は、これらの経路を介して中枢神経系へ伝達され、
その情報処理過程に影響していることが知られて
いる（Brain-Gut axis:脳腸相関）。
　演者らは、生直後より定着してくる常在細菌叢
は宿主にとって重要な外界因子の一つであること
から、“腸内細菌叢は神経系の発達や機能にも深く
関与している”、という作業仮説を立て、様々な人
工菌叢マウスを作製し、その視床下部̶下垂体̶
副腎軸（hypothalamic-pituitary-adorenal axis: 
HPA axis）の反応性をGF（無菌）マウスと比較、検
討した。その結果、腸内細菌叢はHPA axisの反応性
を決定する重要な環境因子の一つであることを明
らかにした。さらに、最近では、腸内細菌はストレ
ス反応ばかりでなく行動面や情動面にも影響を与
えることが演者らを含む複数の研究グループより
報告され、新しい研究領域として大きく発展しつ
つある。

○ストレスとミクログリア－齧歯類モデルの知見
とヒト血液由来直接誘導ミクログリア様細胞作製
技術の応用

加藤隆弘ら（九州大学）
　ミクログリアは静止状態では樹状に突起を伸展
して脳内の監視役としてシナプス間を含む微細な
環境変化をモニターしており、様々なストレス・脳
内環境変化に応答して活性化すると、遊走能を有
するアメーバ状の形態へ変化し貪食能を呈し、標
的部位まで移動し、炎症性サイトカインやフリー
ラジカルといった神経障害因子および神経栄養因
子を産生し、脳内の炎症免疫機構を司っているこ
とが齧歯類モデルを用いた研究により明らかに
なってきた。ヒトにおけるミクログリアの関与に
関しては、詳細な検討はなされていないが、近年の
死後脳研究やPET（陽電子放出断層撮影）を用いた

第６回ＰＲＰ（多血小板血漿）療法研究会

　本研究会は近年歯学や形成外科領域で注目され
ている多血小板血漿（PRP）を用いた治療法や基礎
研究結果について、主に歯科口腔外科、整形外科、
形成外科、美容外科の専門家が横断的に情報交換
できる場として2009年より開催されている。今回
はカナダのSherbrooke大学よりStephan Becker博
士を迎え、PRP療法の世界的な実績や現在の潮流
についての特別講演が行われ盛況であった。これ
によると、PRP治療はPRP単独投与よりも、あらゆ
る生物製材（自己トロンビン、細胞、成長因子、骨充
填剤など）と一緒に混合して使用することで効果
を得ることを目的とした段階に入っており、特に
整形外科領域では、自己トロンビンと混合して
フィブリン糊のようにして術中および術後の出血
を防ぐのに多用されているそうである。今回の研
究会ではそのほか、基礎研究10題、臨床報告4題、
美容整形関連3題の報告があったが、全体的に例
年よりレベルが高い印象があり、非常に有意義に
感じられた。

○PRPがウマ骨格筋組織におよぼす影響について
福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）

　ヒトでは筋傷害の治療法としてPRPの応用が報
告されている。そこで、我々はウマの筋傷害への応
用を検討するため、初めに健常な筋組織におよぼ
すPRPの影響について調査した。分画遠心法によ
り作製したPRPを凍結融解により活性化させ、左

右中殿筋の2cm四方の規定した領域に20 G注射針
を用いて投与した。投与2および7日後に筋生検を 
行い、形態学的および各種サイトカインの遺伝子
発現について解析した。その結果、形態学的には
PRPによる筋線維やサテライトセルへの影響は認
められなかった。一方、PRPを投与した筋肉組織で
はHGF、IGF-1およびIL-6の遺伝子発現が有意に上
昇していた。健常筋組織に対してPRPは、組織に対
するパラクライン的な作用により成長因子の合成
を誘導する可能性が示唆された。
　この発表に対し、フロアーからの質問は無く、座
長より「PRPの活性化は１回よりも2回の凍結融解
サイクルを利用したほうが血小板成長因子の収量
が良いのではないか」という提案を受けた。座長の
経験では、実験に使用するための余剰の輸血用ヒ
ト血小板は結果的に2回以上の凍結融解を経てし
まうようだが、そのほうが結果的に血小板内容物
の収量が良いそうである。血小板内容物について
は、現在の方法で得られている収量は、他のウマの
論文に比べてやや低めの数字であることは事実で
あり、注目すべき提案であった。
　その後、休憩時間や懇親会でヒト臨床医の方の
多くの意見をいただいたが、彼らは主に創傷外科
や骨を専門としており、筋肉に関して明るい研究
者はほぼ皆無だった。そのような中、順天堂大学の
グループは筋腱移行部の損傷（いわゆる肉離れ）を
ターゲットに研究を行っていた。スポーツ選手の

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

治療において幹細胞移植のような細胞療法はドー
ピング違反であり、認められているPRP療法の
ニーズが高いそうである。彼らのグループは以下
のような報告を行っていた。

○サッカー選手に対するLP-PRP（leukocyte-poor 
Platelet-rich plasma）の治療経験

小林洋平ら（順天堂大学）
　研究グループは2011年よりサッカー選手21名
に行ったPRP療法の安全性と有効性を検討した。
PRP作製専用キットを用い、10ｍLの全血より1ｍ
LのPRPを作製した。血小板濃度はおよそ3倍に濃
縮された。一方、白血球濃度は約0.6倍となり、ほと
んどを単球が占めていた。内容の成長因子濃度は
PDGF、TGFβ、VEGFについて、全血にくらべ有意
に高い濃度を示し、PDGFとTGFβ濃度については
血小板濃度との正の相関が確認された。このPRP
を用いて、腱膜損傷を伴う外側ハムストリングス
肉離れ、膝蓋腱炎、下腿三頭筋肉離れ、膝内側側副
靱帯損傷といった疾患例に対して注射療法を行っ
たところ、行わない例に比べて競技復帰期間が早
まり、感染や反応性炎症のような副作用が認めら
れなかった。今回の例ではまだ例数が少なく、また
治癒促進機序も不明であったが、今後さらに治療
エビデンスを蓄積していくことが重要と結語して
いた。今後は治療法の有効性だけではなく、分子生
物学的かつ形態学的所見の集積も必要と考えら
れ、研究の質を高めるための互いの情報交換を約
束した。

○当院におけるプレステージPRPを用いた育毛治
療の経験

当山拓也ら（アヴェニュー表参道クリニック）

　男性型脱毛症（androgenetic alopecia : AGA）を
代表とする脱毛症に対する、PRPを用いた治療法
の結果の報告に関しては、昨年まで本研究会で散
見されてきたところであるが、ほとんどがその良
好な効果を羅列してその良好な効果を訴えるだけ
のものであった。本報告はPRP治療の育毛治療に
対する限界について述べており、今までと視点が
異なる部分があった。
　育毛治療を希望した患者9名に対しPRP単独（5
例）、またはミノキシジルおよびフィナステリドと
の併用（4例）で投与を行った。PRPは韓国製のプレ
ステージキットを用い、2回遠心で作製した。得ら
れた1.8～2.0ccのPRPを脱毛部の頭皮内に少量ず
つ分けて注入した。頻度は月に1回、合計2～6回
行った。その結果、すべての症例において一定の発
毛効果を認めた。PRP単独投与例では、5例中4例に
おいて、加療6ヶ月目以降に「後戻り」現象、つまり
脱毛症状の再発を認めた。併用投与群では後戻り
現象は認めなかった。合併症は認めなかった。
　PRP単独投与群では、月1回の頻回投与を継続的
に行っているにも関わらず、6ヶ月目以降には効
果が認められなくなっていた。これまでの文献で
の報告では、ほぼすべての発毛評価が加療開始14
週後くらいまでしか行われていない。そのため
PRP注射は発毛に効果が高いと考えられてきた。
今回の報告では、さらに長期にわたり効果を追跡
していて、PRP治療の効果の限界を指摘すること
となった。併用群での良好な効果はPRPによるも
のとは言い難く、純粋にPRPによる効果がどれほ
どのものなのか、今後さらなる検討が必要と考え
られる。

（福田健太郎）

生体脳研究において、統合失調症患者、自閉症患
者、あるいは、慢性疲労症候群患者の脳内でミクロ
グリアの過剰活性化が報告されている。
　ヒトを対象としたミクログリア研究では、技術
的倫理的側面から生きた脳由来ミクログリアを直
接的に採取・解析するのはほぼ不可能で、モデル動
物由来のミクログリア細胞を摘出し解析せざるを
得ない状況にあった。演者らは、最近、ヒトの末梢
血からわずか2週間でミクログリア様細胞（iMG）
を作製する技術を開発した。ヒト由来iMGの作製

により、これまで不可能であったヒトのミクログ
リアのモレキュラーレベルでの活性化特性や薬剤
反応が予測可能となり、臨床所見（診断・各種検査
スコア・重症度など）との相関を解析することで、
ミクログリア活性化特性がストレス性疾患を含む
様々な精神現象にいかに影響するかを探ることが
可能となった。なお、演者らは、現在、精力的にミク
ログリアとストレスに関する研究を展開してい
る。

（石田信繁）
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　本研究会は近年歯学や形成外科領域で注目され
ている多血小板血漿（PRP）を用いた治療法や基礎
研究結果について、主に歯科口腔外科、整形外科、
形成外科、美容外科の専門家が横断的に情報交換
できる場として2009年より開催されている。今回
はカナダのSherbrooke大学よりStephan Becker博
士を迎え、PRP療法の世界的な実績や現在の潮流
についての特別講演が行われ盛況であった。これ
によると、PRP治療はPRP単独投与よりも、あらゆ
る生物製材（自己トロンビン、細胞、成長因子、骨充
填剤など）と一緒に混合して使用することで効果
を得ることを目的とした段階に入っており、特に
整形外科領域では、自己トロンビンと混合して
フィブリン糊のようにして術中および術後の出血
を防ぐのに多用されているそうである。今回の研
究会ではそのほか、基礎研究10題、臨床報告4題、
美容整形関連3題の報告があったが、全体的に例
年よりレベルが高い印象があり、非常に有意義に
感じられた。

○PRPがウマ骨格筋組織におよぼす影響について
福田健太郎ら（JRA競走馬総合研究所）

　ヒトでは筋傷害の治療法としてPRPの応用が報
告されている。そこで、我々はウマの筋傷害への応
用を検討するため、初めに健常な筋組織におよぼ
すPRPの影響について調査した。分画遠心法によ
り作製したPRPを凍結融解により活性化させ、左

右中殿筋の2cm四方の規定した領域に20 G注射針
を用いて投与した。投与2および7日後に筋生検を 
行い、形態学的および各種サイトカインの遺伝子
発現について解析した。その結果、形態学的には
PRPによる筋線維やサテライトセルへの影響は認
められなかった。一方、PRPを投与した筋肉組織で
はHGF、IGF-1およびIL-6の遺伝子発現が有意に上
昇していた。健常筋組織に対してPRPは、組織に対
するパラクライン的な作用により成長因子の合成
を誘導する可能性が示唆された。
　この発表に対し、フロアーからの質問は無く、座
長より「PRPの活性化は１回よりも2回の凍結融解
サイクルを利用したほうが血小板成長因子の収量
が良いのではないか」という提案を受けた。座長の
経験では、実験に使用するための余剰の輸血用ヒ
ト血小板は結果的に2回以上の凍結融解を経てし
まうようだが、そのほうが結果的に血小板内容物
の収量が良いそうである。血小板内容物について
は、現在の方法で得られている収量は、他のウマの
論文に比べてやや低めの数字であることは事実で
あり、注目すべき提案であった。
　その後、休憩時間や懇親会でヒト臨床医の方の
多くの意見をいただいたが、彼らは主に創傷外科
や骨を専門としており、筋肉に関して明るい研究
者はほぼ皆無だった。そのような中、順天堂大学の
グループは筋腱移行部の損傷（いわゆる肉離れ）を
ターゲットに研究を行っていた。スポーツ選手の

第62回日本ウイルス学会学術集会

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）

治療において幹細胞移植のような細胞療法はドー
ピング違反であり、認められているPRP療法の
ニーズが高いそうである。彼らのグループは以下
のような報告を行っていた。

○サッカー選手に対するLP-PRP（leukocyte-poor 
Platelet-rich plasma）の治療経験

小林洋平ら（順天堂大学）
　研究グループは2011年よりサッカー選手21名
に行ったPRP療法の安全性と有効性を検討した。
PRP作製専用キットを用い、10ｍLの全血より1ｍ
LのPRPを作製した。血小板濃度はおよそ3倍に濃
縮された。一方、白血球濃度は約0.6倍となり、ほと
んどを単球が占めていた。内容の成長因子濃度は
PDGF、TGFβ、VEGFについて、全血にくらべ有意
に高い濃度を示し、PDGFとTGFβ濃度については
血小板濃度との正の相関が確認された。このPRP
を用いて、腱膜損傷を伴う外側ハムストリングス
肉離れ、膝蓋腱炎、下腿三頭筋肉離れ、膝内側側副
靱帯損傷といった疾患例に対して注射療法を行っ
たところ、行わない例に比べて競技復帰期間が早
まり、感染や反応性炎症のような副作用が認めら
れなかった。今回の例ではまだ例数が少なく、また
治癒促進機序も不明であったが、今後さらに治療
エビデンスを蓄積していくことが重要と結語して
いた。今後は治療法の有効性だけではなく、分子生
物学的かつ形態学的所見の集積も必要と考えら
れ、研究の質を高めるための互いの情報交換を約
束した。

○当院におけるプレステージPRPを用いた育毛治
療の経験

当山拓也ら（アヴェニュー表参道クリニック）

　男性型脱毛症（androgenetic alopecia : AGA）を
代表とする脱毛症に対する、PRPを用いた治療法
の結果の報告に関しては、昨年まで本研究会で散
見されてきたところであるが、ほとんどがその良
好な効果を羅列してその良好な効果を訴えるだけ
のものであった。本報告はPRP治療の育毛治療に
対する限界について述べており、今までと視点が
異なる部分があった。
　育毛治療を希望した患者9名に対しPRP単独（5
例）、またはミノキシジルおよびフィナステリドと
の併用（4例）で投与を行った。PRPは韓国製のプレ
ステージキットを用い、2回遠心で作製した。得ら
れた1.8～2.0ccのPRPを脱毛部の頭皮内に少量ず
つ分けて注入した。頻度は月に1回、合計2～6回
行った。その結果、すべての症例において一定の発
毛効果を認めた。PRP単独投与例では、5例中4例に
おいて、加療6ヶ月目以降に「後戻り」現象、つまり
脱毛症状の再発を認めた。併用投与群では後戻り
現象は認めなかった。合併症は認めなかった。
　PRP単独投与群では、月1回の頻回投与を継続的
に行っているにも関わらず、6ヶ月目以降には効
果が認められなくなっていた。これまでの文献で
の報告では、ほぼすべての発毛評価が加療開始14
週後くらいまでしか行われていない。そのため
PRP注射は発毛に効果が高いと考えられてきた。
今回の報告では、さらに長期にわたり効果を追跡
していて、PRP治療の効果の限界を指摘すること
となった。併用群での良好な効果はPRPによるも
のとは言い難く、純粋にPRPによる効果がどれほ
どのものなのか、今後さらなる検討が必要と考え
られる。

（福田健太郎）
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日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内
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「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）
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　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）



（191）

　日本ウイルス学会学術集会は神奈川県横浜市の
パシフィコ横浜において、11月10日から12日の3
日間開催された。そのうち私は11月11日および
12日の2日間参加した。その中で興味深かった内

容について、紹介する。

○緊急報告『デング熱―今年の国内流行』
「デング熱の国内流行とその要因」

大石和徳（国立感染症研究所　感染症疫学セン
ター）
「デング熱国内流行：ウイルス学的解析」　高崎智
彦（国立感染症研究所　ウイルス第1部）
　デング熱は蚊媒介性のデングウイルスの感染に
より発症する急性熱性疾患であり、4種類の血清
型が存在する。近年、日本において毎年200例前後
の国内輸入例が報告されているが、国内発生は
1945年以降報告がなかった。しかし、本年8月に
69年ぶりに国内発生が確認された。本シンポジウ
ムでは「緊急報告」として、本年の流行状況につい
て報告があった。
　今回デング熱に感染した症例の大部分には、代々
木公園およびその周辺への訪問歴があった。同公園
は緑が大変多く、媒介蚊が多く生息している。調査
の結果、採取されたのは早朝から夕方にかけて活動
するヒトスジシマカがほとんどであった。ヒトスジ
シマカが多数同公園には生息しており、患者の多く
は20～30ヶ所蚊に刺されていた。ウイルス血症と
なっている人がイベントなどで同公園を反復訪問
および長期滞在することにより、感染蚊が増加し、
流行の拡大に寄与したと思われる。同公園の閉鎖お
よび蚊の駆除の徹底により、同公園における流行は
急激に終息したことから、これらの対応は効果が
あったであろうと述べていた。
　デング熱の症例は、代々木公園だけでなく、離れ
た上野公園で感染したと思われる症例もあった。
ヒトスジシマカは50～100mの飛翔能力しかない
ため、蚊が上野まで飛んだとは考えにくい。そのた
め、感染した人が移動し、移動先の蚊がウイルスを
保毒し拡大したものと考えられる。
　特に興味深かった点は、ウイルスが蚊で越冬す
ることは考えにくいということであった。昨年ド
イツ人女性が日本旅行から帰国後、デング熱を発
症した事例があり、この時に検出されたのはデン
グウイルス2型であった。昨年はデングウイルス2
型が日本に存在していたが越冬できず、本年は輸
入症例が発端となり1型が流行したと考えられて
いる。この事例のように、来年以降の流行も蚊の中
で越冬する可能性より、輸入症例がきっかけとな
り国内流行する可能性が高いということであっ
た。

　結局のところ、デング熱対策として効果的で
あったのは、蚊の駆除および流行公園の閉鎖であ
り、これは他のアルボウイルス感染症対策にその
まま当てはまるものであると感じた。

○アライグマ（Procyon lotor）におけるトリロタ
ウイルスAの検出及びその浸潤状況

岡寺康太ら（岐阜大学）
　ロタウイルスは幼若動物に急性下痢症を引き起
こすウイルスで、幅広い宿主域を持ち、異種間伝播
を起こすことが明らかとなっている。演者らの研
究室では自然界におけるロタウイルスの生態を解
明するすることを目的に、ロタウイルスの感染実
態が不明な野生動物を対象に研究を進めている。
昨年の本学会において演者らは、エゾシカからロ
タウイルスを検出したことを報告している。本年
は分布域が拡大し、ヒトや家畜への各種病原体の
感染が懸念されているアライグマにおけるロタウ
イルス感染に関する調査を実施した。
　材料として2011年2月-2012年3月に横浜市で
採取された130例のアライグマの直腸便を用い
た。そしてRT-nested PCR法によりVP4遺伝子の増
幅を試み、ダイレクトシーケンスによって部分的
に遺伝子配列を解読した。結果、130検体中5検体
陽性であり、遺伝子型はP[3]が2検体、P[17]が1検
体、新しい遺伝子型が2検体であった。系統樹解析
の結果、P[3]型はイヌおよびネコロタウイルスと
近縁であったが、P[17]およびP[New]型は鳥類ロ
タウイルスの群に分類された。トリからアライグ
マへの種間伝播が示唆されたことから、アライグ
マの血清を用いてさらなる検証を行った。材料と
して2000-2002年の8-9月に北海道で採取された
95検体のアライグマの血清を用いて、ハト由来
PO-13株を用いて中和試験を実施した。その結果、
95検体中11検体が中和抗体陽性であった。以上よ
り、トリロタウイルスがアライグマへ感染してい
ることが示唆された。アライグマはトリのヒナや
卵を捕食することが知られており、この食性によ
り伝播している可能性が考えられた。
　昨年の演者らの発表ではエゾシカから検出され
たロタウイルスの1分節がウマロタウイルス由来
であると報告しており、ウマと野生動物間の種間

伝播についても注視していく必要を感じた演題で
あった。

（根本　学）

○2013/14シーズンにおけるNA阻害剤耐性A 
(H1N1) pdm09ウイルスの地域流行

高下恵美ら（国立感染症研究所）
　日本は世界最大の抗インフルエンザ薬使用国で
あり、耐性ウイルスの検出状況を迅速に把握する
ことは公衆衛生上重要である。そのため、国立感染
症研究所では全国地方衛生研究所と共同で、抗イ
ンフルエンザ薬耐性株サーベイランスを実施して
いる。演者らは、2013/14シーズンに分離されたA 
(H1N1) pdm09ウイルスについて、日本国内で使
用されているノイラミニダーゼ（NA）阻害剤（オセ
ルタミビル、ペラミビル、ザナミビル、ラニナミビ
ル）に対する感受性試験、およびNA遺伝子解析に
よる耐性変異の検索を実施した。また、耐性変異ウ
イルスについて、分子シミュレーションによるNA
蛋白質の構造解析を行った。
　NA蛋白質のH275Yの変異は、NA阻害剤への耐
性と関連があることが知られているが、この変異
を持つA (H1N1) pdm09ウイルスの検出率は、6月
23日時点で4.2%と例年より高かった。特に札幌市
を中心とする北海道内では、H275Y変異ウイルス
の検出率が29%と著しく高率であった。H275Y変
異ウイルスは、オセルタミビルおよびペラミビル
に耐性を示す一方で、ザナミビルおよびラニナミ
ビルに対しては感受性を保持していた。北海道内
で検出されたH275Y変異ウイルスのHAおよびNA
遺伝子の塩基配列はほぼ同じであり、同一のウイ
ルスが伝播した可能性が高いと考えられた。A 
(H1N1) pdm09ウイルスに関しては、NA蛋白質の
V241IおよびN369Kの変異が、H275Y変異ウイル
スの安定化に寄与することが報告されているが、
北海道内で検出された耐性ウイルスは、これらに
加えてN386Kの変異を持っていた。しかし、NA蛋
白質の構造解析から、N386Kの変異はウイルスの
安定化には寄与しない可能性が示された。
　これまでの研究では、NA阻害剤耐性ウイルス
は、NA阻害剤を投与された患者から検出されるこ
とが一般的であり、2013/14シーズンについて

も、北海道以外の地域で耐性ウイルスが検出され
た例のほとんどは、事前にNA阻害剤の投与を受け
ていた。しかし、今回北海道内でH275Y変異ウイ
ルスが検出された症例の多くでは、患者にNA阻害
剤の投与歴がなかった。また、変異ウイルスが検出
された時期が一定の期間に集中しており、北海道
内で変異ウイルスの伝播が起きた可能性が高いと
考えられた。演者らは、ウイルスを安定化させる
NA蛋白質の変異が、北海道における変異ウイルス
流行の一因となったと考察する一方で、NA以外の
蛋白質においても、流行に寄与するような変異が
起きた可能性を考えており、今後検証するとのこ
とであった。

○HI抗体価で評価されてきた風疹に対する感染
防御力は流行ウイルスに対して正しい判断をあた
えるのか？

上林大起ら（大阪府立公衆衛生研究所）
　風疹ウイルス（Rubella virus, RV）に対する感染
防御能の評価を行う際、厳密には市中流行株に対
する中和試験によって判断すべきであるが、RVの
起こす細胞変性効果は弱く、中和抗体価の定量が
困難なため、ワクチン株を抗原にしたHI抗体価が
汎用されている。演者らはこれまでに、生物発光を
利用したハイスループットなRV中和試験法を開
発した。これまでHI抗体価とワクチン株に対する
中和抗体価の相関性が議論されてきたが、HI抗体
価と市中流行株に対する中和抗体価との相関性は
詳細に解析されていない。そこで演者らは、健常人
血清のワクチン株および市中流行株に対する中和
抗体価とHI抗体価の相関性を検討した。
　RVワクチン株（松浦株）、および市中分離株とし
て遺伝子型1E株と2B株を用いた。健常人血清にお
けるHI抗体価と市中流行株1E、2Bに対する中和抗
体価に有意な正の相関が認められた。一方で、HI抗
体価が感染防御可能とされる32倍以上を示した
が、2B株に対する中和抗体価が4倍未満を示した
ものが約8%存在した。これらはワクチン接種歴を
持つドナーに由来し、ワクチン株に対する中和活
性を有していた。
　HI抗体価は市中流行株に対する感染防御能を概
ね反映することが示されたが、一部の検体でワク

チン株と2B株に対する中和感受性が異なること
が明らかになった。この結果は、2012～2013年の
風疹流行時に、ワクチン接種歴がありHI抗体価が
32倍以上あるにもかかわらず発症した例があっ
たことを説明し得るものである。演者らは、市中流
行株である2Bに対する集団免疫については、HI抗
体価を基に算出した免疫率から交叉反応性の乏し

い検体の分を差し引いて考える必要があるとして
いる。また、中和に関わるRVの抗原はE1とE2にあ
るとされているため、この中和感受性の乖離はそ
れらの遺伝的差異に起因する可能性があると考察
している。

（坂内　天）
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