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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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研究レポート

サラブレッド競走馬に認められた
 PCR ribotype 078による

術後クロストリジウム・ディフィシル感染症

丹羽秀和１）・加藤はる２）・帆保誠二３）*・木下優太１）・上野孝範１）・片山芳也１）

針生和久１）**・奥河寿臣１）**・妹尾和敏２）・黒田泰輔３）***・中井健司3）**

はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

要約

　Clostridium difficileは、馬の急性腸炎の重要な原因菌の一つとして知られている。我々は、術後のサラ
ブレッド競走馬5頭に認められたクロストリジウム・ディフィシル感染症を経験したので、その概要に
ついて報告する。これらの5例はいずれも術後2～4日目に下痢や疝痛、続いてPCVの上昇（60％以上）や
白血球減少症（≦4,000 cells/µl）が認められ、そのなかの4例が重度の腸炎や下痢によって死亡または安
楽死処置となった。この4例はいずれも壊死性の盲結腸炎が認められ、小腸または大腸内容物からは、C. 
difficileが検出された。もう1頭は、全身状態の悪化により安楽死となり、肺に認められた膿瘍からC. 
difficileが検出された。この馬は、生前、糞便のC. difficile検査は行われなかったが、呼吸器疾患の発症前に
重度の術後下痢症を呈していた。これら5例の馬から分離されたC. difficileはいずれもToxin A陽性，
Toxin B陽性、ADP-ribosyltransferase (CDT)陽性の株であった。さらにパルスフィールドゲル電気泳動型
別、PCR ribotyping、slpA塩基配列型別では、すべて同一の型に分類された。PCR ribotypeのパターンは、
既知のPCR ribotype 078と同一であった。各症例の発生間隔は概ね4ヶ月間で、いずれも医療関連感染
の症例と考えられた。
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Clostridium difficile

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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Fig. 1　症例1：Clostridium difficileが検出された
肺膿瘍（矢印）

はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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Fig. 2　症例2：腸管粘膜全域の壊死

はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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Fig. 3　症例3：(a)盲腸粘膜の表層の壊死、重度の
粘膜上皮および上皮下の血管内における血栓の形
成（矢印）、粘膜固有層および粘膜下における重度
の細胞浸潤および血管のうっ血。HE染色。(b) 壊死
組織内に認められる多数のグラム陽性桿菌。グラ
ム染色。
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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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Fig. 4　各症例から分離されたClostridium difficile 
株のPCR ribotypeパターン。M, 100 bp マーカー; 
レーン 1～5, Case 1～5から分離されたC. difficile
株;レーン6,  C .  d iffic i l e  US42  ( re s t r i c t ion  
endonuclease type BI/PFGE type NAP1/PCR 
ribotype 027); レーン7, C. difficile UMCG12(3) 
(PCR ribotype 078); N, 陰性対照.

Fig. 5　各症例から分離されたClostridium difficile 
株のPFGE パターン。 M, DNA サイズマーカー; 
レーン 1～5, Case1～5から分離されたC. difficile
株;レーン6, C. difficile ATCC 9689
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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。

引用文献
  1．Adderson, E. E., Boudreaux, J. W., Cummings, 

J. R., Pounds, S., Wilson, D. A., Procop, G. W. 
and Hayden, R. T. 2008. Identification of 
cl inical  coryneform bacterial  isolates :  
comparison of biochemical methods and 
sequence analysis of 16S rRNA and rpoB 
genes. J. Clin. Microbiol. 46: 921-927.

  2．Alexander, C. J., Citron, D. M., Hunt Gerardo, 
S., Claros, M. C., Talan, D. and Goldstein, E. J. 
1997. Characterization of saccharolytic 
Bacteroides and Prevotella isolates from 
infected dog and cat bite wounds in humans. 
J. Clin. Microbiol. 35: 406-411.

  3．Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. 
W. and Lipman, D. J .  1990. Basic local 
alignment search tool. J .  Mol. Biol. 215: 
403-410.

  4．Blunden, A. S. and Mackintosh, M. E. 1991. 
The microflora of the lower respiratory tract 
of the horse: an autopsy study. Br. Vet. J. 147: 
238-250.

  5．Boyanova, L. ,  Kolarov, R. ,  Gergova, G. ,  
Dimitrova, L. and Mitov, I. 2010. Trends in 
antibiotic resistance in Prevotella species 
from patients of the University Hospital of 
Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria, in 
2003-2009. Anaerobe 16: 489-492.

  6．Cai, H., Archambault, M. and Prescott, J. F. 
2003. 16S ribosomal RNA sequence-based 
identification of veterinary clinical bacteria. J. 
Vet. Diagn. Invest. 15: 465-469.

  7．Carlson, G. P. and O'Brien, M. A. 1990. 
Anaerob ic  bac ter ia l  pneumonia  w i th  
septicemia in two racehorses. J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 196: 941-943.

  8．Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2 0 0 7 .  M e t h o d s  f o r  a n t i m i c r o b i a l  
susceptibility testing of anaerobic bacteria, 
Approved standard M11-A7. Wayne, PA. 
USA.

  9．Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2008. Interpretive criteria for identification 
o f  bac te r i a  and  fung i  by  DNA ta rge t  
sequencing; Approved guideline MM18-A. 
Wayne, PA. USA.

10．Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2 0 1 2 .  P e r f o rm a n c e  s t a n d a r d s  f o r  
an t im ic rob ia l  suscep t ib i l i t y  t e s t ing ;  
twenty-second informational supplement 
M100-S22. Wayne, PA. USA.

11．Cloud, J. L., Harmsen, D., Iwen, P. C., Dunn, J. 
J., Hall, G., Lasala, P. R., Hoggan, K., Wilson, 
D., Woods, G. L. and Mellmann, A. 2010. 
Comparison of  tradit ional  phenotypic 
identification methods with partial 5' 16S 
rRNA gene sequencing for species-level 
i d e n t i fi c a t i o n  o f  n o n f e r m e n t i n g  
Gram-negative bacilli. J. Clin. Microbiol. 48: 
1442-1444.

12．Foster, T. 1996. Staphylococcus. In : Medical 
Microbio logy ,  4th ed . ,  Baron Samuel ,  
Galveston.

13．Frederick, J., Giguere, S. and Sanchez, L. C. 

2009. Infectious agents detected in the feces 
of diarrheic foals: a retrospective study of 
233 cases (2003-2008). J. Vet. Intern. Med. 
23: 1254-1260.

14．Grandguillot, L., Fairbrother, J. M. and Vrins, 
A. 1991. Use of a protected catheter brush 
for culture of the lower respiratory tract in 
horses with small airway disease. Can. J. Vet. 
Res. 55: 50-55.

15．Hi ra i sh i ,  A .  1992 .  D i r ec t  au toma ted 
sequencing of  16S rDNA ampl ified by 
polymerase chain reaction from bacterial 
cultures without DNA purification. Lett. Appl. 
Microbiol. 15: 210-213.

16．Hiraishi A, S. Y., Ueda Y, Sugiyama J. 1994. 
Automated sequencing of PCR-amplified 16S 
rDNA on ‘Hydrol ink’  gels .  J .  Microbiol .  
Methods 19: 145-154.

17．Kanoe, M., Hirabayashi, T., Anzai, T., Imagawa, 
H. and Tanaka, Y. 1988. Isolation of obligate 
anaerobic and some other bacteria from 
equine purulent lesions. Br. Vet.  J .  144: 
374-378.

18．Mair,  T.  S.  and Yeo, S.  P.  1987. Equine 
p leuropneumonia :  the  importance  o f  
anaerobic bacteria and the potential value of 
metronidazole in treatment. Vet. Rec. 121: 
109-110.

19．Park, J. Y., Fox, L. K., Seo, K. S., McGuire, M. 
A., Park, Y. H., Rurangirwa, F. R., Sischo, W. 
M. and Bohach, G. A. 2011. Comparison of 
phenotypic and genotypic methods for the 
species identification of coagulase-negative 
s t aphy lococca l  i so l a tes  f rom bov ine  
intramammary infections. Vet. Microbiol. 147: 
142-148.

20．Racklyeft, D. J. and Love, D. N. 2000. Bacterial 
infection of the lower respiratory tract in 34 
horses. Aust. Vet. J. 78: 549-559.

21．Roberts, S. A., Shore, K. P., Paviour, S. D., 
Ho l l and ,  D .  and  Mor r i s ,  A .  J .  2006 .  
Antimicrobial susceptibility of anaerobic 

bacteria in New Zealand: 1999-2003. J .  
Antimicrob. Chemother. 57: 992-998.

22．Seifert, H. and Dalhoff, A. 2010. German 
mu l t i cen t re  survey  o f  the  an t ib io t i c  
susceptibility of Bacteroides fragilis group 
and Prevote l la  spec ies  i so la ted  f rom 
intra-abdominal infections: results from the 
PRISMA study. J. Antimicrob. Chemother. 65: 
2405-2410.

23．Sweeney, C. R., Divers, T. J. and Benson, C. E. 
1985. Anaerobic bacteria in 21 horses with 
pleuropneumonia. J. Am. Vet. Med. Assoc. 187: 
721-724.

24．Sweeney, C. R., Holcombe, S. J., Barningham, 
S .  C .  and Beech,  J .  1991.  Aerobic and 

anaerobic bacterial isolates from horses with 
pneumonia  or  p leuropneumonia  and  
antimicrobial susceptibility patterns of the 
aerobes. J. Am. Vet. Med. Assoc. 198: 839-842.

25．Sweeney, R. W., Sweeney, C. R. and Weiher, J. 
1991. Clinical use of metronidazole in horses: 
200 cases (1984-1989). J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 198: 1045-1048.

26．Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, 
G., Nei, M. and Kumar, S. 2011. MEGA5: 
molecular evolutionary genetics analysis 
using maximum likelihood, evolutionary 
distance, and maximum parsimony methods. 
Mol. Biol. Evol. 28: 2731-2739.



（200） 馬の科学　Vol.52（3）2015

の強い遺伝子型として報告されている28)。PCR 
ribotype 027は、重度の出血性下痢、ショック、脱
水を伴う致死的な疾患であるウマのX大腸炎の原
因となることも報告されている22)。これ以外の病
原性の強い遺伝子型としてPCR ribotype 078がブ
タおよびヒトで報告されている6, 8, 9)。この遺伝子型
は、ウマからも分離されているが、他の動物のよう
な劇症型のC. difficile感染症の原因となるかどうは
報告されていない。
　本論文では、一診療施設のサラブレッド競走馬
で認められた非常に致死率の高いPCR ribotype 
078のC. difficileによる5症例の術後CDIについて
解析した成績を報告する。

材料と方法
調査施設および医療情報
　5例のCDIが認められた調査対象施設は、約
2000頭のサラブレッド競走馬を飼養しているト
レーニング施設内の診療施設であり、症例馬の医
療情報は電子カルテより入手した。

C. difficileおよび他の下痢症関連細菌の分離
　C. difficileは、症例1を除き直腸スワブまたは腸
内容物から分離した。直腸スワブは500µlの滅菌
生理食塩水に懸濁し、100µLを等量の99.5％エタ
ノールと混和して1時間静置した。腸内容物の場
合は、原液を99.5％エタノールと混和し、同様の処
理を行った。次に、混合液をClostridium difficile 
selective supplement SR0096 (Oxoid) を添加した
0.5%卵黄加Clostridium difficile agar base plate 
(Oxoid, Basingstoke, England)にコンラージ棒で塗
布し、37℃で48時間培養した。症例1では肺膿瘍ま
たは屈腱周囲膿瘍から得られた膿汁を、5％馬血
液加コロンビア血液寒天培地を用いて分離した。
C. difficileは、コロニー形態、グラム染色、Rapid ID 
32 A test kit (Sysmex bioMerieux, Tokyo, Japan)
を用いて同定した。Clostridium perfringensは、5％
卵黄加CW寒天培地(Nissui Pharmaceutical ,  
Tokyo, Japan)を用いて嫌気条件下において37℃
で24時間、Salmonella属菌はマッコンキー寒天培
地を用いて好気条件下において37℃で24時間、そ
れぞれ培養して分離した。

PCRによる毒素遺伝子の検出
　分離株のDNAは、InstaGene Matrix kit (Bio-Rad 
Japan, Tokyo, Japan)を用い使用説明書に従って
抽出した。toxin Aおよびtoxin Bの遺伝子(tcdAおよ
びtcdB)を検出するPCR は、Katoらの方法11,12）に
従って実施した。プライマーとしてNK9 (5’-CCA 
CCA GCT GCA GCC ATA-3’)、 NK11 (5’-TGA TGC 
TAA TAA TGA ATC TAA AAT GGT AAC-3’) 、
NKV011 (5’-TTT TGA TCC TAT AGA ATC TAA 
CTT AGT AAC-3’)を用い、95℃を20秒、62℃を2
分、30サイクルの条件で増幅反応を行った。Stub25)

らの方法に従って、CDTのsubunit A遺伝子（cdtA）
を検出するPCRも実施した。プライマーとして
cdtApos (5’- TGA ACC TGG AAA AGG TGA TG-3’) 
とcdtArev (5’-AGG ATT ATT TAC TGG ACC ATT 
TG-3’)を用い、95℃を45秒、52℃を1分、72℃を1
分20秒、30サイクルの条件で増幅反応を行った。
増幅産物の有無は、E-Gel Electrophoresis System 
(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA)を用いて確
認した。C. difficile ATCC 9689株、GAI 95601株、 
PCR ribotype 078であるUMCG12(3)株8)を参照株
として使用した。

遺伝子型別
　PCR ribotypeよる遺伝子型別は、Katoら13）の用
いたStubb24）変法を用いて実施した。PCRは、2種類
のプライマー（5’-CTG GGG TGA AGT CGT AAC 
AAG G-3’および5’-GCG CCC TTT GTA GCT TGA 
CC-3’を用い、95℃を20秒と55℃を2分のサイク
ルを35回、最後に75℃を5分という増幅条件を使
用した。PCR産物は、2.5％のアガロースゲルを用
いて125V、3.5時間の電気泳動によって確認し、
PCR ribotypeを決定した。 UMCG12(3) 株と US42 
(restriction endonuclease type BI/PFGE type 
NAP1/PCR ribotype 027; Killgore and others, 
2008)株は、それぞれ078および027の参照株とし
て使用した。パルスフィールドゲル電気泳動によ
る遺伝子型別（PFGE遺伝子型）は、Sawabeら20）の方
法に従って実施した。slpAの塩基配列による遺伝
子型別（slpA遺伝子型）は、Katoら13）の方法に従っ
て実施した。

tcdCの塩基配列の解析
　tcdAおよびtcdB の発現を制御するtcdC遺伝子の
塩基配列は、Spigaglia23）らの方法によって解析し
た。2種類のプライマー、C1 (5’-TTA ATT AAT TTT 
CTC TAC AGC TAT CC-3’) および C2 (5’-TCT AAT 
AAA AGG GAG ATT GTA TTA TG-3’)を用いてPCR
を行い、増幅産物の塩基配列を決定した。PCRは、
予備加熱として95℃ を5 分、つづいて95℃ を 1 
分, 50℃ を 1 分、72℃ を1 分のサイクルを35回
実施した。

病理学的解析
　病理解剖時は、当該馬の全臓器を肉眼的に検索
した。これらの臓器は、ホルマリンによる固定、パ
ラフィンによる包埋を経て、ヘマトキシリン・エオ
ジンによって染色され、病理組織学的解析が実施
された。また、特定の検体にはグラム染色を実施し
た。

結果
症例の概要
　症例の概要をTable 1に示す。CDI5の症例は、一
診療施設において2010年5月から2011年12月の
間に発生しており、その内訳は2例（Case 2および
4）が螺子固定術、2例（Case 1およびCase 5）が開
腹術、1例（Case 3）が結膜皮弁術であった。当該施
設では、同一期間に376例の手術が実施されてお
り、その中で螺子固定術は37例、開腹術は15例、結
膜皮弁術は1例であった。最も例数の多かった関
節鏡手術（225例）を含め、他の手術内容ではCDIの

発生は認められなかった。また、同一期間には当該
診療施設における外来診療は、40,000頭以上で
あったが、CDIの発生は認められなかった。各症例
の詳細を以下に示す。　　
　Case 1：症例馬は、4歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。手術後は26日間、術後感染症の予防の
ためセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与さ
れた。術後2日目にPacked cell volume (PCV)の上
昇(64.5％)ならびに白血球減少症（2,700 cell/µL）
が、4日目には悪臭を伴う水様性の下痢が認めら
れた。この時には、C. difficileの検査は実施されな
かった。さらに術後12日目には呼吸器症状と発熱

（39.5℃）が確認された。当該馬は、術後105日目に
は顕著な全身状態の悪化が認められたため、安楽
死処置された。病理解剖時には、肺の右後葉に直径
約5cmの乾酪膿瘍（Fig. 1）が認められるとともに、

広範囲にわたる肺の横隔膜や壁側胸膜への癒着も
確認された。左前肢および両後肢の深趾屈腱およ
びその周囲に化膿性炎が認められた。消化管粘膜
に所見は認められなかった。C. difficileは、他の細菌
種（Eggerthella lenta、Prevotella heparinolytica、
Prevotella buccae、Streptococcus equisimilis、
Staphylococcus spp.、偏性嫌気性グラム陰性桿菌）
とともに肺膿瘍から検出された。また、屈腱周囲の
病変からは、E. lenta、 S. equisimilis 、好気性および
通性嫌気性グラム陰性桿菌が分離された。
　Case 2：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で
あり、左第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。症例馬は、手術当日から死
亡するまで術後感染症の予防のためセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。術後3日
目より、悪臭を伴う水様性下痢、PCVの上昇
(61.4％)、白血球減少症（4,000 cell/µL）が認めら
れ、直腸スワブからはC. difficileが認められた。対症
療法による集中治療が実施されたが、術後4日目
に死亡した。病理解剖の結果、当該馬の大腸粘膜は
全域にわたり壊死しており、特に結腸粘膜では重
度の出血が認められた（Fig. 2）。C. difficileは、病理
解剖時に採取された小腸および結腸内容物から分
離された。Salmonella sp.やC. perfringensは検出さ
れなかった。また、C. difficileのtoxin Aまたはtoxin 
Bを検出する市販の簡易診断検査キット(C. Diff 
Quik Chek Complete; Alere, Orlando, FL, USA)に
よって、当該馬の腸内容物中に毒素の存在が確認
された。
　Case 3：症例馬は、6歳の雌のサラブレッド種で

あり、重度の左角膜潰瘍のため、全身麻酔下で結膜
皮弁術が実施された。術後2日目より、悪臭を伴う
水様性下痢、PCVの上昇(76.0％)、白血球減少症

（1,900 cell/µL）が認められた。さらに、術後4日目
に急性の両後肢蹄葉炎が認められたため、安楽死
処置された。当該馬は、手術当日から安楽死処置ま
でセファロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与され
ていた。また、手術当日には、ミノサイクリンなら
びにゲンタマイシンの投与も行われていた。生前
時には糞便の細菌検査は実施されなかった。病理
解剖の結果、盲腸ならびに結腸粘膜に広範囲の壊
死およびうっ血が認められた。病理組織学的には、
盲腸粘膜の表層の壊死、重度の粘膜上皮および上
皮下の血管内における血栓の形成、粘膜固有層お
よび粘膜下における重度の細胞浸潤および血管の

うっ血が認められた（Fig. 3(a)）。また、多数のグラ
ム陽性桿菌が壊死組織内に認められた（Fig. 3
(b)）。C. difficileは、病理解剖時に採取された盲腸内
容物から分離された。Sa lmon e l l a  s p .やC .  
perfringensは検出されなかった。また、簡易診断検
査キットによって当該馬の腸内容物中に毒素の存
在が確認された。
　Case 4：症例馬は、3歳の雌のサラブレッド種で
あり、右第3中手骨の骨折のため、全身麻酔下で螺
子固定術が実施された。術後3日目より、沈鬱、発
熱（39.0℃）、PCVの上昇(64.8％)、白血球減少症

（3,100 cell/µL）が認められた。さらに、術後3日目
より水様性下痢が認められ、採取された直腸スワ
ブからC. difficileが分離された。当該馬の下痢症状
は継続し、さらに、術後11日目から四肢蹄葉炎が
認められたため、術後14日目に安楽死処置され
た。当該馬は、手術当日から安楽死処置までセファ
ロチン(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。病
理解剖の結果、大腸粘膜全域の壊死が認められた
が、粘膜の出血は認められなかった。C. difficileは、
病理解剖時に採取された盲腸内容物から検出され
た。Salmonella sp.やC. perfringensは検出されな
かった。
　Case 5：症例馬は、6歳の雄のサラブレッド種で
あり、重度の疝痛のため、全身麻酔下で開腹術が実
施された。術後3日目より、便秘を伴う顕著な疝
痛、PCVの上昇(70.1％)、白血球減少症（1,900 
cell/µL）が認められた。対症療法による集中治療
が実施されたが、当該馬の症状はさらに悪化した
ことから、術後14日目に安楽死処置された。当該
馬は、手術当日から安楽死処置までセファロチン
(20 mg/kg, q.i.d./i.v.)が投与されていた。生前時に
は糞便の細菌検査は実施されなかった。病理解剖
の結果、小腸から大腸までの全域で重度の粘膜の
壊死と中程度の浮腫が認められたが、粘膜の出血
は認められなかった。C. difficileは、病理解剖時に採
取された盲腸内容物から検出された。Salmonella 
sp.やC. perfringensは検出されなかった。また、簡易
診断検査キットによって当該馬の盲腸内容物中に
毒素の存在が確認された。

細菌学的解析
　5頭の症例馬からそれぞれ検出された5株のC. 
difficileは、PCRによってtoxin A、toxin B、CDTを産
生することが確認された。また、tcdC遺伝子内に
39bpの塩基配列の欠失と184位のCからTへの変
異が認められた。PCR ribotypingの結果、すべての
株はPCR ribotype 078であるともに(Fig. 4)、PFGE
遺伝子型別（Fig. 5）およびslpA遺伝子型別におい
て同一の遺伝子型を示した。これらの遺伝学的特
徴は、既知のPCR ribotype 078であるUMCG123)株
と同じであった。

考察
　本研究においてサラブレッドから分離されたC. 
difficileは、すべてPCR ribotype 078であった。これ
らの分離株は、いずれもtoxin A、toxin B、CDTを産
生するとともに、毒素の過剰産生に関与する塩基
配列の欠失と変異をtcdC遺伝子内に持ち、病原性
の強いPCR ribotype 078として報告されている8) 
UMCG12(3)株と同一の特徴を有していた。PCR 
ribotype 078は、ブタやウシで主要な遺伝子型で
あり、近年、オランダや英国ではヒトでの増加が報
告されている8,  1 4 ,  2 9 )。症状を示さない馬でのC. 
difficileの保菌率は低いことが知られているが7)、
PCR ribotype 078は、健康な馬から分離されたこ
とがカナダで報告されている8, 21)。本研究におい
て、我々は重度の壊死性腸炎（症例2～5）および呼
吸器症状を伴ったウマの肺膿瘍からPCR ribotype 
078を検出した。また、簡易診断キットにより3頭
の症例馬の腸内容物からtoxin A、toxin Bの片方ま
たは両方の毒素の存在も確認された。CDIの発症要
因として抗菌薬の投与、入院、手術、絶食などが示
唆されていること4)、今回の症例ではSalmonella属
菌やC. perfringensが検出されなかったことから、
劇症型の壊死性腸炎を発症した4頭においては、
PCR ribotype 078の関与が強く示唆された。また、
症例1では重度の下痢に続いて認められた肺膿瘍
からC. difficileが分離されていることから、初期の
腸炎にはPCR ribotype 078の関与が疑われた。
Songerら22)は、PCR ribotype 027/ PFGE NAP1と
いう強毒型の遺伝子型が、ウマのX大腸炎の原因
となることを報告している。本研究で、我々はPCR 
ribotype 027と同様にPCR ribotype 078もウマの
X大腸炎の原因となりうることを示した。
　C. difficileは、ヒトにおいて医療関連感染の一般
的な原因菌である2)。カナダではC. difficileが分離さ
れた下痢症のウマのほとんどが市中感染であった
ことが報告されている1)。Madewell ら16)は、ある動
物病院における馬のCDIの集団感染は複数の遺伝
子型によるものと報告している。毒素産生または
非毒素産生の様々なC. difficile株が、健康なウマや
下痢症のウマから検出されている1, 18, 19, 21)。本研究
において分離されたC. difficileは、すべての株で
PFGE遺伝子型とslpA遺伝子型が一致していたこ

とから、これらの株は一つのクローンであると考
えられた。ウマの糞便に実験的に接種されたC. 
difficileの芽胞は、室内や外部環境において少なく
とも4年間は生存することが報告されている3)。
我々のデータから、各症例間には少なくとも4ヶ
月間の時間的間隔があるものの、本研究における
一連のCDI症例は当該施設内を汚染していた一つ
のクローンによって発生したものであり、術後の
院内感染であったと考えられた。ヒトではCDI患者
の病室の次亜塩素酸や蒸気化過酸化水素水による
消毒によって、病院内でのCDIの発生率が低下した
ことが報告されている17）。馬の医療施設において
もCDIの感染管理のため、C. difficileの環境からの
汚染除去や消毒法について考慮すべきと考えられ
た。
　今回、我々は、サラブレッド競走馬の診療施設に
おいてPCR ribotype 078 C. difficileによる5例の
CDIに遭遇した。分離株は、toxin A、toxin B、CDTを
産生する毒素産生株であった。Case 1を除く全て
の症例で劇症型の腸炎が認められ、集中的な対症
療法にもかかわらず致死的な経過をたどった。致
死率を下げるためには、適切な化学療法、より効果
的な対症療法、迅速な診断が必要と考えられた。今
回の一連の症例は、単独のクローンによって引き
起こされていると考えられることから、当該施設
内の感染制御も必要である。PCR ribotype 078は、
国内のヒトからの分離例はないが、本遺伝子型の
疫学的重要性を評価するためには動物やヒトでの
さらなる調査が必要と考えられる.
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はじめに
　Clostridium difficileは、偏性嫌気性グラム陽性有
芽胞桿菌であり、ヒトでは抗菌薬関連下痢症また
は腸炎の主要な原因菌である。本菌は、ウマにおい
ても急性の腸炎の原因菌として重要であることが
報告されている10, 14, 16, 26)。毒素産生性C. difficileは、
数種類の毒素、なかでも主要な毒素としてtoxin A
および/またはtoxin Bを産生する27)。さらに、一部

の株は、bina ry  t ox inであるac t in - spec ific  
ADP-ribosyltransferase (CDT)も産生することが報
告されている5, 15)。この毒素産生性C. difficileによる
ウマのクロストリジウム・デフィシル感染症（CDI）
は多数報告されており、なかでもPCR ribotype 
027/pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) type 
NAP1と呼ばれる遺伝子型のC. difficileは、toxin A
およびtoxin Bを過剰に産生し、ヒトで特に病原性

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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ウマの下気道疾患における主要な偏性嫌気性菌の
16S rRNA遺伝子解析を用いた同定

木下優太1)・丹羽秀和1)・片山芳也1)・針生和久1)*

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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要約

　偏性嫌気性菌はウマの肺炎あるいは胸膜炎における重要な病原細菌であり、偏性嫌気性菌が分離さ
れた症例では予後が悪いことが知られている。我々は、これら偏性嫌気性菌に対する効果的な抗菌薬を
明らかにするため、偏性嫌気性菌の正確な同定および同定菌株に対する薬剤感受性試験を実施した。下
気道疾患を呈するウマから分離された58株の偏性嫌気性菌について、16S rRNA遺伝子解析および市販
の同定キットを用いて同定した。その結果、ウマの下気道疾患における主要な偏性嫌気性菌は
Bacteroides属およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. heparinolyticaであることが示され、また、
Bacteroides属およびPrevotella属の全ての分離株はメトロニダゾール、イミペネムおよびクリンダマイ
シンに感受性であることが分かった。
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　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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図1
16S rRNA 遺伝子配列の近隣接合法による系統樹。JAn-33 およびJAn-35~JAn-39 がPrevotella 属のクラスター内に位置することを示す。括
弧内はAccession number を示し、1,000 回の反復による50%以上のブートストラップ値を分岐点に示す。



（204） 馬の科学　Vol.52（3）2015

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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表1　16S rRNA遺伝子解析と Rapid ID 32Aによる同定結果の比較
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　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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表2　偏性嫌気性菌58株の抗菌薬11種に対する薬剤感受性
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　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
　
引用文献
  1．Alber, J., El-Sayed, A., Lämmler, C., Hassan, A. 

A., Weiss, R. and Zschöck, M. 2004. Multiplex 
polymerase chain reaction for identification 
and differentiation of Streptococcus equi 

subsp. zooepidemicus and Streptococcus equi 
subsp. equi. J. Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public 
Health 51: 455-458.

  2．Bannister, M. F., Benson, C. E. and Sweeney, C. 
R. 1985. Rapid species identification of group 
C streptococci isolated from horses. J. Clin. 
Microbiol. 21: 524-526.

  3．Baselski, V. S. and Wunderink, R. G. 1994. 
Bronchoscopic diagnosis of pneumonia. Clin. 
Microbiol. Rev. 7: 533-558.

  4．Baverud, V., Johansson, S. K. and Aspan, A. 
2007. Real-time PCR for detection and 
differentiation of Streptococcus equi subsp. 
e q u i  a nd  S t r e p t o c o c c u s  e qu i  s ub sp .  
zooepidemicus. Vet. Microbiol. 124: 219-229.

  5．Casagrande Proietti, P., Bietta, A., Coppola, G., 
Fe l i ce t t i ,  M . ,  Cook ,  R .  F . ,  Co le t t i ,  M . ,  
Marenzoni, M. L. and Passamonti, F. 2011. 
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  
b e t a - h a emo l y t i c - S t r e p t o c o c c i  f r om  
endometritis in mares. Vet. Microbiol. 152: 
126-130.

  6．Christley, R. M., Hodgson, D. R., Rose, R. J., 
Wood, J. L., Reids, S. W., Whitear, K. G. and 
Hodgson, J. L. 2001. A case-control study of 
resp i ra tory  d isease  in  Thoroughbred 
racehorses in Sydney, Australia. Equine Vet. J. 
33: 256-264.

  7．Fulde, M. and Valentin-Weigand, P. 2013. 
Epidemiology and pathogenicity of zoonotic 
streptococci. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 
368: 49-81.

  8．Gotoh,  K. ,  Nishimura,  N. ,  Ohshima,  Y. , 
Arakawa, Y., Hosono, H., Yamamoto, Y., Iwata, 
Y., Nakane, K., Funahashi, K. and Ozaki, T. 
2012. Detection of Mycoplasma pneumoniae 
by loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) assay and serology in pediatric 
community-acquired pneumonia. J. Infect. 
Chemother. 18: 662-667.

  9．Holden, M. T., Heather, Z., Paillot, R., Steward, 
K. F., Webb, K., Ainslie, F., Jourdan, T., Bason, 

N. C., Holroyd, N. E., Mungall, K., Quail, M. A., 
Sanders, M., Simmonds, M., Willey, D., Brooks, 
K., Aanensen, D. M., Spratt, B. G., Jolley, K. A., 
Maiden,  M. C. ,  Kehoe,  M. ,  Chanter ,  N. ,  
Bentley, S. D., Robinson, C., Maskell, D. J., 
Parkhill, J. and Waller, A. S. 2009. Genomic 
evidence for the evolution of Streptococcus 
equi: host restriction, increased virulence, and 
genetic exchange with human pathogens. 
PLoS Pathog. 5: e1000346.

10．Hong, C. B., Donahue, J. M., Giles, R. C., Jr., 
Petrites-Murphy, M. B., Poonacha, K. B., 
Roberts, A. W., Smith, B. J., Tramontin, R. R., 
Tuttle, P. A. and Swerczek, T. W. 1993. 
Etiology and pathology of equine placentitis. 
J. Vet. Diagn. Invest. 5: 56-63.

11．Kern, M., Bohm, S., Deml, L., Wolf, H., Reischl, 
U. and Niller, H. H. 2009. Inhibition of 
Legionella pneumophila PCR in respiratory 
samples: a quantitative approach. J. Microbiol. 
Methods 79: 189-193.

12．Laus, F., Attili, A.R., Cerquetella, M., Spaterna, 
A., Tesei, B. and Cuteri, V. 2009. Endoscopic 
findings, microbiological and cytological 
eva lua t ion  o f  t rachea l  asp i ra tes  in  a  
population of Standardbred horses with poor 
performances Veterinarni Medicina 54: 
444-450.

13．Lavoie, J. P., Fiset, L. and Laverty, S. 1994. 
Review of 40 cases of lung abscesses in foals 
and adult horses. Equine Vet. J. 26: 348-352.

14．McCue, P. M. and Wilson, W. D. 1989. Equine 
mastitis-a review of 28 cases. Equine Vet. J. 
21: 351-353.

15．Merk,  S . ,  Neubauer ,  H. ,  Meyer ,  H.  and 
Greiser-Wilke,  I .  2001. Comparison of 
different  methods for  the isolat ion of  
Burkholderia cepacia DNA from pure cultures 
and waste water. Int. J. Hyg. Environ. Health 
204: 127-131.

16．Merk, S., Meyer, H., Greiser-Wilke, I., Sprague, 
L. D. and Neubauer, H. 2006. Detection of 

Burkholderia cepacia DNA from artificially 
in fec ted  EDTA-b lood and lung t i ssue  
comparing different DNA isolation methods. J. 
Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public Health 53: 
281-285.

17．Nemoto, M., Ohta, M., Tsujimura, K., Bannai, 
H., Yamanaka, T., Kondo, T. and Matsumura, 
T .  2011 .  D i r ec t  de t ec t i on  o f  equ ine  
herpesvirus type 1 DNA in nasal swabs by 
loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP). J. Vet. Med. Sci. 73: 1225-1227.

18．Notomi, T., Okayama, H., Masubuchi, H., 
Yonekawa, T., Watanabe, K., Amino, N. and 
Hase, T. 2000. Loop-mediated isothermal 
amplification of DNA. Nucleic Acids Res. 28: 
E63.

19．Oikawa, M., Takagi, S., Anzai, R., Yoshikawa, 
H. and Yoshikawa, T. 1995. Pathology of 
equine respiratory disease occurring in 
association with transport. J. Comp. Pathol. 
113: 29-43.

20．Opel, K. L., Chung, D. and McCord, B. R. 2010. 

A study of PCR inhibition mechanisms using 
real time PCR. J. Forensic. Sci. 55: 25-33.

21．Priestnall, S. and Erles, K. 2011. Streptococcus 
zooepidemicus: an emerging canine pathogen. 
Vet. J. 188: 142-148.

22．Raidal, S. L. 1995. Equine pleuropneumonia. 
Br. Vet. J. 151: 233-262.

23．Soedarmanto, I., Pasaribu, F. H., Wibawan, I. 
W. and Lämmler, C. 1996. Identification and 
molecular characterization of serological 
group C streptococci isolated from diseased 
pigs and monkeys in Indonesia. J .  Clin.  
Microbiol. 34: 2201-2204.

24．Sweeney, C. R., Divers, T. J. and Benson, C. E. 
1985. Anaerobic bacteria in 21 horses with 
pleuropneumonia. J. Am. Vet. Med. Assoc. 187: 
721-724.

25．Timoney, J. F. 2004. The pathogenic equine 
streptococci. Vet. Res. 35: 397-409.

26．Wilson, I. G. 1997. Inhibition and facilitation 
of nucleic acid amplification. Appl. Environ. 
Microbiol. 63: 3741-3751.



（208） 馬の科学　Vol.52（3）2015

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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研究レポート

 subsp. を検出する
LAMP法の開発および

ウマの呼吸器検体に適したDNA抽出法3種の比較

木下優太1)・丹羽秀和1)・片山芳也1)

はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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要約

　Streptococcus equi subsp. zooepidemicus（S. zooepidemicus）はウマの肺炎における主要な原因細菌で
ある。本研究では、S. zooepidemicusを検出するため、ソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼ遺伝子 
(sorD) を標的とする特異的なloop-mediated isothermal amplification (LAMP) 法を開発した。また、本法
に使用するサンプルの前処理として臨床現場で獣医療関係者が容易に実施できるDNA抽出法3種 
(Loopamp PURE DNA Extraction Kit、InstaGene Matrixおよび煮沸法) について有用性を比較検討した
ところ、S. zooepidemicusが存在する臨床検体 (>1×104 CFU/mL) および実験的に細菌を添加したスパ
イク検体 (1×106 CFU/mL) の両検体において、Loopamp PURE DNA Extraction Kitを用いたDNA抽出法
で最も多くのLAMP法陽性検体が得られた。

1) Kinoshita Yuta, Niwa Hidekazu, Katayama Yoshinari：競走馬総合研究所栃木支所
本論文はJ. Vet. Med. Sci. 76(9): 1271-1275, 2014に英文で掲載されたものを改変した。
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Table 1　S. zooepidemicus 検出用LAMP法のプライマー情報

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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Table 2　S. zooepidemicus 検出用LAMP法の作製
に用いた細菌

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。

引用文献
  1．Adderson, E. E., Boudreaux, J. W., Cummings, 

J. R., Pounds, S., Wilson, D. A., Procop, G. W. 
and Hayden, R. T. 2008. Identification of 
cl inical  coryneform bacterial  isolates :  
comparison of biochemical methods and 
sequence analysis of 16S rRNA and rpoB 
genes. J. Clin. Microbiol. 46: 921-927.

  2．Alexander, C. J., Citron, D. M., Hunt Gerardo, 
S., Claros, M. C., Talan, D. and Goldstein, E. J. 
1997. Characterization of saccharolytic 
Bacteroides and Prevotella isolates from 
infected dog and cat bite wounds in humans. 
J. Clin. Microbiol. 35: 406-411.

  3．Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myers, E. 
W. and Lipman, D. J .  1990. Basic local 
alignment search tool. J .  Mol. Biol. 215: 
403-410.

  4．Blunden, A. S. and Mackintosh, M. E. 1991. 
The microflora of the lower respiratory tract 
of the horse: an autopsy study. Br. Vet. J. 147: 
238-250.

  5．Boyanova, L. ,  Kolarov, R. ,  Gergova, G. ,  
Dimitrova, L. and Mitov, I. 2010. Trends in 
antibiotic resistance in Prevotella species 
from patients of the University Hospital of 
Maxillofacial Surgery, Sofia, Bulgaria, in 
2003-2009. Anaerobe 16: 489-492.

  6．Cai, H., Archambault, M. and Prescott, J. F. 
2003. 16S ribosomal RNA sequence-based 
identification of veterinary clinical bacteria. J. 
Vet. Diagn. Invest. 15: 465-469.

  7．Carlson, G. P. and O'Brien, M. A. 1990. 
Anaerob ic  bac ter ia l  pneumonia  w i th  
septicemia in two racehorses. J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 196: 941-943.

  8．Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2 0 0 7 .  M e t h o d s  f o r  a n t i m i c r o b i a l  
susceptibility testing of anaerobic bacteria, 
Approved standard M11-A7. Wayne, PA. 
USA.

  9．Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2008. Interpretive criteria for identification 
o f  bac te r i a  and  fung i  by  DNA ta rge t  
sequencing; Approved guideline MM18-A. 
Wayne, PA. USA.

10．Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2 0 1 2 .  P e r f o rm a n c e  s t a n d a r d s  f o r  
an t im ic rob ia l  suscep t ib i l i t y  t e s t ing ;  
twenty-second informational supplement 
M100-S22. Wayne, PA. USA.

11．Cloud, J. L., Harmsen, D., Iwen, P. C., Dunn, J. 
J., Hall, G., Lasala, P. R., Hoggan, K., Wilson, 
D., Woods, G. L. and Mellmann, A. 2010. 
Comparison of  tradit ional  phenotypic 
identification methods with partial 5' 16S 
rRNA gene sequencing for species-level 
i d e n t i fi c a t i o n  o f  n o n f e r m e n t i n g  
Gram-negative bacilli. J. Clin. Microbiol. 48: 
1442-1444.

12．Foster, T. 1996. Staphylococcus. In : Medical 
Microbio logy ,  4th ed . ,  Baron Samuel ,  
Galveston.

13．Frederick, J., Giguere, S. and Sanchez, L. C. 

2009. Infectious agents detected in the feces 
of diarrheic foals: a retrospective study of 
233 cases (2003-2008). J. Vet. Intern. Med. 
23: 1254-1260.

14．Grandguillot, L., Fairbrother, J. M. and Vrins, 
A. 1991. Use of a protected catheter brush 
for culture of the lower respiratory tract in 
horses with small airway disease. Can. J. Vet. 
Res. 55: 50-55.

15．Hi ra i sh i ,  A .  1992 .  D i r ec t  au toma ted 
sequencing of  16S rDNA ampl ified by 
polymerase chain reaction from bacterial 
cultures without DNA purification. Lett. Appl. 
Microbiol. 15: 210-213.

16．Hiraishi A, S. Y., Ueda Y, Sugiyama J. 1994. 
Automated sequencing of PCR-amplified 16S 
rDNA on ‘Hydrol ink’  gels .  J .  Microbiol .  
Methods 19: 145-154.

17．Kanoe, M., Hirabayashi, T., Anzai, T., Imagawa, 
H. and Tanaka, Y. 1988. Isolation of obligate 
anaerobic and some other bacteria from 
equine purulent lesions. Br. Vet.  J .  144: 
374-378.

18．Mair,  T.  S.  and Yeo, S.  P.  1987. Equine 
p leuropneumonia :  the  importance  o f  
anaerobic bacteria and the potential value of 
metronidazole in treatment. Vet. Rec. 121: 
109-110.

19．Park, J. Y., Fox, L. K., Seo, K. S., McGuire, M. 
A., Park, Y. H., Rurangirwa, F. R., Sischo, W. 
M. and Bohach, G. A. 2011. Comparison of 
phenotypic and genotypic methods for the 
species identification of coagulase-negative 
s t aphy lococca l  i so l a tes  f rom bov ine  
intramammary infections. Vet. Microbiol. 147: 
142-148.

20．Racklyeft, D. J. and Love, D. N. 2000. Bacterial 
infection of the lower respiratory tract in 34 
horses. Aust. Vet. J. 78: 549-559.

21．Roberts, S. A., Shore, K. P., Paviour, S. D., 
Ho l l and ,  D .  and  Mor r i s ,  A .  J .  2006 .  
Antimicrobial susceptibility of anaerobic 

bacteria in New Zealand: 1999-2003. J .  
Antimicrob. Chemother. 57: 992-998.

22．Seifert, H. and Dalhoff, A. 2010. German 
mu l t i cen t re  survey  o f  the  an t ib io t i c  
susceptibility of Bacteroides fragilis group 
and Prevote l la  spec ies  i so la ted  f rom 
intra-abdominal infections: results from the 
PRISMA study. J. Antimicrob. Chemother. 65: 
2405-2410.

23．Sweeney, C. R., Divers, T. J. and Benson, C. E. 
1985. Anaerobic bacteria in 21 horses with 
pleuropneumonia. J. Am. Vet. Med. Assoc. 187: 
721-724.

24．Sweeney, C. R., Holcombe, S. J., Barningham, 
S .  C .  and Beech,  J .  1991.  Aerobic and 

anaerobic bacterial isolates from horses with 
pneumonia  or  p leuropneumonia  and  
antimicrobial susceptibility patterns of the 
aerobes. J. Am. Vet. Med. Assoc. 198: 839-842.

25．Sweeney, R. W., Sweeney, C. R. and Weiher, J. 
1991. Clinical use of metronidazole in horses: 
200 cases (1984-1989). J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 198: 1045-1048.

26．Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, 
G., Nei, M. and Kumar, S. 2011. MEGA5: 
molecular evolutionary genetics analysis 
using maximum likelihood, evolutionary 
distance, and maximum parsimony methods. 
Mol. Biol. Evol. 28: 2731-2739.

はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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Table 3　臨床検体およびスパイク検体に対するDNA抽出法の有用性比較

　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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　偏性嫌気性菌はウマの口腔あるいは腸管内にお
ける正常な細菌叢の一部であるが、時として呼吸
器感染、腸炎あるいは膿瘍病変などからも分離さ
れる [4, 13, 17]。特に、偏性嫌気性菌は、下気道疾
患において進行した病巣から分離されることが多
く、これらの細菌が分離されたウマの予後は分離
されなかったウマに比較して悪くなることが知ら
れている [20, 23]。また、細菌種によって病原性あ
るいは薬剤感受性パターンは異なるため [12, 
22]、適正な抗菌薬使用や臨床的な意義を評価する
ためには、正確な細菌同定を行わなければならな
い。
　生化学性状に基づく市販の細菌同定キットはヒ
ト医療で重要な細菌をカバーできるように開発さ
れており、獣医領域で分離される種々の細菌は正
確に同定できないことが多く [11, 19]、このよう

な細菌に対しては16S rRNA遺伝子解析を用いる
ことで正確に細菌同定が行えることがある [6, 
11]。
　我々の目的は、ウマの下気道疾患から分離され
た偏性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析で同定し、
その結果を市販の細菌同定キットと比較するこ
と。そして、同定された菌株の11種の抗菌薬への
薬剤感受性パターンを明らかにすることで、適正
な抗菌薬投与を行うための根拠を得ることであ
る。
　本研究で使用した58株の偏性嫌気性菌は2001
年から2010年に下気道疾患を呈した31頭のウマ
から分離された。検査材料を5％ウマ血液寒天培
地に接種し37℃で48時間培養した。数種類の細菌
が培養された際は、主要な偏性嫌気性菌を分離し
た。58検体の内訳は、気管支肺胞洗浄液 (BALF) が

36検体 (62.1%)、胸水が13検体 (22.4%)、肺膿瘍が
5検体 (8.6%) であった。残りの4検体 (6.9%) につ
いては肺炎発症馬から分離されたが、詳細は不明
であった。
　16S rRNA遺伝子解析は過去の報告にしたがっ
て実施した [15, 16]。得られたシークエンスを
BLAST解析し過去に報告されたシークエンスと比
較した [3]。シークエンス解析の解釈は以下に示す
Clinical and Laboratory Standards (CLSI) の基準
に従った。すなわち、種レベルの同定は標準株と
99.0％以上の相同性、属レベルは標準株と97.0％
以上99.0％未満の相同性を基準とした [9]。いずれ
の標準株とも97.0％未満の相同性を持つ株につい
ては、MEGA 5.03 [26] を使用してCLSIにおいて推
奨される系統樹の作製を実施し (近隣接合法、
1,000回のブートストラップ)、既存の属に属する
かどうかを判断した。
　58株中44株 (75.9%) は16S rRNA遺伝子解析お
よび系統樹解析によって属レベルが同定され、そ
のうち37株 (63.8%) は種レベルまで同定された 
(表1)。属レベルが同定された44株のうち6株 
(JAn-33およびJAn-35～39) は、標準株との相同性
が97.0%未満であったが、系統樹解析によって
Prevotellaクラスターに属していたため、これらの
6株はPrevote l la属であると判断した (図1)。
Bacteroides属が58株のうち22株 (37.9%) を占め、
最も優勢な偏性嫌気性菌であった。Bacteroides属
の中では、B. fragilis (15株) が最も多く分離され
た。Prevotella属は58株中17株 (29.3%) を占め、
Bacteroides属に次いで多く分離された属であっ
た。Prevotella属の中ではP. heparinolytica (9株) が
主要な細菌であった。58株中5株はClostridium属
であった。他の14株については、16S rRNA遺伝子
解析によって、7株、6株および1株がそれぞれ
E u b a c t e r i u m属、C l o s t r i d i u m属および
Paraprevotella属の標準株に最も近い相同性を
持っていたが、その相同性 (91.2～95.2％) はCLSI
基準 (属レベルにおいて97%以上) に満たなかっ
た。また、相同性が97％未満でありながらも
Prevotellaクラスターに属していた株とは違い、こ
れらの14株は系統樹解析においても特定のクラ
スターに属していなかったため、属あるいは種レ

ベルの同定は行えなかった。
　過去の研究では、下気道疾患を呈するウマから
分離される主要な偏性嫌気性菌は、Bacteroides 
spp.、Clostridium spp. [24]、偏性嫌気性球菌、
Eubacterium fossor [20]、あるいは、Clostridium 
perfringens、Bacteroides fragilis、Bacteroides oralis 
[4] であると報告されている。我々の研究と同様
に、Bacteroides属はウマの下気道疾患の主要な偏
性嫌気性菌であることが報告されているが、
Prevotella属については分離頻度の高い病原菌で
あるとは考えられてこなかった [4, 20, 24]。この
相違は検査材料の採材法によると考えられる。過
去の報告では主に気管吸引液が使用されている
が、我々は、健康馬では一般的に無菌であると考え
られているBALFを主に使用した。気管支領域とは
違い、気管領域においては一時的に存在するだけ
の細菌が多く存在していることから [14]、病原細
菌や菌交代現象によって増殖する細菌を検出する
検体としては気管領域から採取する気管吸引液よ
りも気管支領域から採取するBALFがより適して
いると考えられる。従って、検査材料の採材部位と
いう観点から、過去の報告よりも我々の同定結果
のほうがより正確に病原細菌を同定していると考
える。その結果、我々は、Bacteroides属あるいは
P r e v o t e l l a 属、特にB .  f r a g i l i s および P .  
heparinolytica、がウマの下気道疾患において主要
な偏性嫌気性菌であると考える。
　市販の細菌同定キット (Rapid ID 32A, SYSMEX 
bioMerieux, Tokyo, Japan) を16S rRNA遺伝子解
析の同定結果と比較するために使用した。同キッ
トの判定基準は種レベルでは identification score 
(％ id) が80以上、属レベルでは個々の細菌種の％ 
id は80未満であるが同じ属に属する数菌種の合
計％ id が80以上である。
　Rapid ID 32Aを使用した同定では58株中42株 
(72.4%) が属レベルで同定され、そのうち29株 
(50.0%) が種レベルまで同定できた (表1)。属レベ
ルが同定できた42株のうちBacteroides属が30株、
Clostridium属が7株、Prevotella属が5株であった。
16S rRNA遺伝子解析とRapid ID 32A による細菌
同定結果の比較では、58株のうち22株 (37.9%) は
属レベルの同定結果が一致し、そのうち18株 

(31.0%) は種レベルまで同定結果が一致してい
た。残りの36株 (62.1%) については2つの同定法
によって同定結果が異なっていた。特に、16S 
rRNA遺伝子解析においてPrevotella heparinolytica
と同定された9株 (JAn-23～31) は、Rapid ID 32A
においては全ての株がBacteroides uniformisと関
連する株であると判定された。
　我々の報告と同様に、P. heparinolytica (標準菌
株および臨床分離株) が数種の細菌同定キットに
おいてBacteroides uniformisと関連する株である
と同定されることが過去に報告されている [2]。生
理、生化学的性状を基盤にする細菌同定キットは、
特に獣医領域で分離される細菌において、同定結
果の信頼性が低いことが多く [1, 6, 11, 19]、この
ような株に対して、正確な細菌同定を実施するた
めに16S rRNA遺伝子解析がしばしば用いられる 
[16]。以上のことから、ウマの臨床検体から分離さ
れた偏性嫌気性菌を同定する際は生理、生化学的
性状に基づく同定試験よりも16S rRNA遺伝子解
析による同定試験の方がより適していると考えら
れる。本報告では、特記しない限り以後の同定結果
は16S rRNA遺伝子解析による結果を用いる。
　薬剤感受性パターンは細菌の属あるいは種ごと

に異なっているため [22]、適正な抗菌薬の使用は
各細菌の薬剤感受性パターンに基づいて実施され
なければならない。それゆえ、偏性嫌気性菌の薬剤
感受性パターンを明らかにするために、我々は微
量液体希釈法を基にした市販の測定プレート (フ
ローズンプレート、栄研化学) を用いて最少発育阻
止濃度 (MIC) を測定した。MICの測定は以下の11
種の抗菌薬について実施した：ペニシリン、アンピ
シリン、セファロチン、セフチオフル、イミペネム、
クリンダマイシン、メトロニダゾール、ミノサイク
リン、ドキシサイクリン、エンロフロキサシンおよ
びモキシフロキサシン。測定コントロールとして
CLSIのガイドラインに従いBacteroides fragilis 
ATCC 25285およびB. thetaiotaomicrion ATCC 
29741を使用した [8]。また、MIC測定試験結果の
解釈に関してもCLSIの基準に従った [8, 10]。な
お、測定コントロールとして使用した2株のMICに
ついては、すべてCLSIの基準内であった [10]。
　薬剤感受性試験の結果、Bacteroides属の株はペ
ニシリン、アンピシリン、セファロチンおよびセフ
チオフルなどのβラクタム系抗菌薬に対して耐性
傾向であった (表2)。一方で、多くのPrevotella属の
株はこれらβラクタム系抗菌薬に対して感受性で

あった。また、試験を実施した全てのBacteroides属
およびPrevotella属の株はイミペネム、クリンダマ
イシンおよびメトロニダゾールに感受性であっ
た。
　ヒト医療における過去の報告と同様に [21]、多
くのBacteroides属の株はβラクタム系抗菌薬に対
して耐性であった。しかし、ヒト医療においては
Prevotella属の株においてペニシリン耐性株が多
く報告されているが [5, 21]、本研究に用いた全て
のPrevotella属の株はβラクタム系抗菌薬に感受
性であった。それゆえ、βラクタム系抗菌薬は
Prevotella属の細菌が原因となるウマの呼吸器感
染症において有効であるかもしれない。また、メト
ロニダゾールに関しては、近年のヒト医療におい
て、メトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaが報告されている [22]。メトロニダゾー
ルがウマ医療における偏性嫌気性菌治療において
有効な抗菌薬であることが過去に報告されており 
[7, 18, 25]、本試験における薬剤感受性試験にお
いてもメトロニダゾール耐性Bacteroidesあるいは
Prevotellaは認められなかったことから、ウマにお
ける偏性嫌気性菌関連疾患においてメトロニダ
ゾールは未だ有用であることが示唆された。
　本研究は、ウマの下気道疾患から分離された偏
性嫌気性菌を16S rRNA遺伝子解析を用いて同定
した初めての報告である。その結果、Bacteroides属
およびPrevotella属、特にB. fragilisあるいはP. 
heparinolyticaが主要な偏性嫌気性菌であること

が明らかとなった。本研究で明らかとなった信頼
性の高い細菌同定結果および薬剤感受性パターン
によって、偏性嫌気性菌が関与するウマの下気道
疾患に対する適切な抗菌薬の選択が可能になるも
のと考えられる。
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はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
　
引用文献
  1．Alber, J., El-Sayed, A., Lämmler, C., Hassan, A. 

A., Weiss, R. and Zschöck, M. 2004. Multiplex 
polymerase chain reaction for identification 
and differentiation of Streptococcus equi 

subsp. zooepidemicus and Streptococcus equi 
subsp. equi. J. Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public 
Health 51: 455-458.

  2．Bannister, M. F., Benson, C. E. and Sweeney, C. 
R. 1985. Rapid species identification of group 
C streptococci isolated from horses. J. Clin. 
Microbiol. 21: 524-526.

  3．Baselski, V. S. and Wunderink, R. G. 1994. 
Bronchoscopic diagnosis of pneumonia. Clin. 
Microbiol. Rev. 7: 533-558.

  4．Baverud, V., Johansson, S. K. and Aspan, A. 
2007. Real-time PCR for detection and 
differentiation of Streptococcus equi subsp. 
e q u i  a nd  S t r e p t o c o c c u s  e qu i  s ub sp .  
zooepidemicus. Vet. Microbiol. 124: 219-229.

  5．Casagrande Proietti, P., Bietta, A., Coppola, G., 
Fe l i ce t t i ,  M . ,  Cook ,  R .  F . ,  Co le t t i ,  M . ,  
Marenzoni, M. L. and Passamonti, F. 2011. 
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  
b e t a - h a emo l y t i c - S t r e p t o c o c c i  f r om  
endometritis in mares. Vet. Microbiol. 152: 
126-130.

  6．Christley, R. M., Hodgson, D. R., Rose, R. J., 
Wood, J. L., Reids, S. W., Whitear, K. G. and 
Hodgson, J. L. 2001. A case-control study of 
resp i ra tory  d isease  in  Thoroughbred 
racehorses in Sydney, Australia. Equine Vet. J. 
33: 256-264.

  7．Fulde, M. and Valentin-Weigand, P. 2013. 
Epidemiology and pathogenicity of zoonotic 
streptococci. Curr. Top. Microbiol. Immunol. 
368: 49-81.

  8．Gotoh,  K. ,  Nishimura,  N. ,  Ohshima,  Y. , 
Arakawa, Y., Hosono, H., Yamamoto, Y., Iwata, 
Y., Nakane, K., Funahashi, K. and Ozaki, T. 
2012. Detection of Mycoplasma pneumoniae 
by loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) assay and serology in pediatric 
community-acquired pneumonia. J. Infect. 
Chemother. 18: 662-667.

  9．Holden, M. T., Heather, Z., Paillot, R., Steward, 
K. F., Webb, K., Ainslie, F., Jourdan, T., Bason, 

N. C., Holroyd, N. E., Mungall, K., Quail, M. A., 
Sanders, M., Simmonds, M., Willey, D., Brooks, 
K., Aanensen, D. M., Spratt, B. G., Jolley, K. A., 
Maiden,  M. C. ,  Kehoe,  M. ,  Chanter ,  N. ,  
Bentley, S. D., Robinson, C., Maskell, D. J., 
Parkhill, J. and Waller, A. S. 2009. Genomic 
evidence for the evolution of Streptococcus 
equi: host restriction, increased virulence, and 
genetic exchange with human pathogens. 
PLoS Pathog. 5: e1000346.

10．Hong, C. B., Donahue, J. M., Giles, R. C., Jr., 
Petrites-Murphy, M. B., Poonacha, K. B., 
Roberts, A. W., Smith, B. J., Tramontin, R. R., 
Tuttle, P. A. and Swerczek, T. W. 1993. 
Etiology and pathology of equine placentitis. 
J. Vet. Diagn. Invest. 5: 56-63.

11．Kern, M., Bohm, S., Deml, L., Wolf, H., Reischl, 
U. and Niller, H. H. 2009. Inhibition of 
Legionella pneumophila PCR in respiratory 
samples: a quantitative approach. J. Microbiol. 
Methods 79: 189-193.

12．Laus, F., Attili, A.R., Cerquetella, M., Spaterna, 
A., Tesei, B. and Cuteri, V. 2009. Endoscopic 
findings, microbiological and cytological 
eva lua t ion  o f  t rachea l  asp i ra tes  in  a  
population of Standardbred horses with poor 
performances Veterinarni Medicina 54: 
444-450.

13．Lavoie, J. P., Fiset, L. and Laverty, S. 1994. 
Review of 40 cases of lung abscesses in foals 
and adult horses. Equine Vet. J. 26: 348-352.

14．McCue, P. M. and Wilson, W. D. 1989. Equine 
mastitis-a review of 28 cases. Equine Vet. J. 
21: 351-353.

15．Merk,  S . ,  Neubauer ,  H. ,  Meyer ,  H.  and 
Greiser-Wilke,  I .  2001. Comparison of 
different  methods for  the isolat ion of  
Burkholderia cepacia DNA from pure cultures 
and waste water. Int. J. Hyg. Environ. Health 
204: 127-131.

16．Merk, S., Meyer, H., Greiser-Wilke, I., Sprague, 
L. D. and Neubauer, H. 2006. Detection of 

Burkholderia cepacia DNA from artificially 
in fec ted  EDTA-b lood and lung t i ssue  
comparing different DNA isolation methods. J. 
Vet. Med. B Infect. Dis. Vet. Public Health 53: 
281-285.

17．Nemoto, M., Ohta, M., Tsujimura, K., Bannai, 
H., Yamanaka, T., Kondo, T. and Matsumura, 
T .  2011 .  D i r ec t  de t ec t i on  o f  equ ine  
herpesvirus type 1 DNA in nasal swabs by 
loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP). J. Vet. Med. Sci. 73: 1225-1227.

18．Notomi, T., Okayama, H., Masubuchi, H., 
Yonekawa, T., Watanabe, K., Amino, N. and 
Hase, T. 2000. Loop-mediated isothermal 
amplification of DNA. Nucleic Acids Res. 28: 
E63.

19．Oikawa, M., Takagi, S., Anzai, R., Yoshikawa, 
H. and Yoshikawa, T. 1995. Pathology of 
equine respiratory disease occurring in 
association with transport. J. Comp. Pathol. 
113: 29-43.

20．Opel, K. L., Chung, D. and McCord, B. R. 2010. 

A study of PCR inhibition mechanisms using 
real time PCR. J. Forensic. Sci. 55: 25-33.

21．Priestnall, S. and Erles, K. 2011. Streptococcus 
zooepidemicus: an emerging canine pathogen. 
Vet. J. 188: 142-148.

22．Raidal, S. L. 1995. Equine pleuropneumonia. 
Br. Vet. J. 151: 233-262.

23．Soedarmanto, I., Pasaribu, F. H., Wibawan, I. 
W. and Lämmler, C. 1996. Identification and 
molecular characterization of serological 
group C streptococci isolated from diseased 
pigs and monkeys in Indonesia. J .  Clin.  
Microbiol. 34: 2201-2204.

24．Sweeney, C. R., Divers, T. J. and Benson, C. E. 
1985. Anaerobic bacteria in 21 horses with 
pleuropneumonia. J. Am. Vet. Med. Assoc. 187: 
721-724.

25．Timoney, J. F. 2004. The pathogenic equine 
streptococci. Vet. Res. 35: 397-409.

26．Wilson, I. G. 1997. Inhibition and facilitation 
of nucleic acid amplification. Appl. Environ. 
Microbiol. 63: 3741-3751.



（213）

はじめに
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusはラン
スフォールド分類においてC型に分類されるβ溶
血性グラム陽性球菌であり、ウマ、ブタ、サル、イヌ
あるいはヒトなどに広い宿主域を持つ[7, 21, 23, 
25]。ウマにおいて、S. zooepidemicusは上気道およ
び生殖器に存在する正常細菌叢の1種であるが
[25]、肺炎、乳房炎、胎盤炎あるいは子宮内膜炎な
ど様々な病態の日和見感染の原因菌となることも
知られている [ 5 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 4 ] 。特に、S .  
zooepidemicusは競走馬の長距離輸送後に発症が
見られる細菌性肺炎の主要な原因菌であり[19]、
胸膜肺炎へと病態が移行した場合、その死亡率は
高いことが知られている[22, 24]。それゆえ、獣医
師による本病の迅速な診断および適切な抗菌薬使
用は、病態の進行を抑制するために重要となる。

　S. zooepidemicusおよびStreptococcus equi 
subsp. equiの遺伝子検査法としては、これまでに
マルチプレックスPCR法[1]あるいはマルチプレッ
クスリアルタイムPCR法[4]が報告されている。こ
の2つのPCR法には、2つの共通する遺伝子が使用
されている。1つはmanganese -dependen t  
superoxide dismutaseをコードしているsodA遺伝
子で、S. zooepidemicusおよびS. equiがともに保有
している。もう一つは、pyrogenic mitogen SePE-I
をコードするseeI遺伝子で、本遺伝子はS. equiのみ
が保有している。すなわち、これら2つの遺伝子検
出法は、S. zooepidemicusのみを検出できる遺伝子
が用いられていないため、S. equiが混在する検体
においては、S. zooepidemicusの有無を判断するこ
とができない。従って、上述の2つの検出法は、純
培養後の菌種同定には適しているが、臨床検体を

直接用いてS. zooepidemicusを検出することには
適していない。一方、S. zooepidemicusとS. equiの生
化学的性状に基づく同定法として、ラクトース、ソ
ルビトールあるいはトレハロースなどの糖分解能
試験の利用が報告されている[2]。全てのS. equi株
はソルビトール-6-リン酸-2-デヒドロゲナーゼを
コードするsorD遺伝子を欠くためソルビトールを
分解できないが、全てのS. zooepidemicusはsorD遺
伝子を保有することが報告されており[9]、この遺
伝的背景から、S. zooepidemicusとS. equiの区別に
はsorD遺伝子が有用である可能性が示唆される。
　Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は新しい遺伝子増幅法として2000年に
報告された[18]。LAMP法による遺伝子増幅は、迅
速な検査が可能で、特異性および効率性に優れて
おり、さらに、特殊な装置が不要なうえに等温で反
応が進行するといった特徴を有している。近年、
LAMP法は様々な病原体の迅速検出法として臨床
応用されている[8, 17]。そこで、本研究で我々は、
S. zooepidemicusを特異的に検出するsorD遺伝子
を標的としたLAMP法の開発を試みた。
　また、臨床検体の遺伝子検査では、サンプルから
事前にDNAを抽出しなければならないことが多
い。しかし、獣医療関係者にとって、多くのDNA抽
出法は工程が複雑であったり、短時間で実施しに
くいなどの理由から、臨床現場での使用が難しい
という状態にある。本研究では、DNA抽出法のう
ち、獣医療関係者が比較的容易に使用でき、かつ、
臨床的に有用な方法を検討するため、3つのDNA
抽出法について、それぞれを上述のLAMP法と組
み合わせて臨床検体での検出率を比較検討した。

S. zooepidemicusを検出するLAMP法の開発
　S. zooepidemicus検出に用いるLAMPプライマー

は、既報のsorD遺伝子配列 (GenBank accession 
n umb e r :  N C 011134、CP002904および
FM204884) とPrimerExplorer V4 software 
(Fujitsu Limited) を用いて作製した。プライマー
セットは、Table 1に示すとおり、2つのアウタープ
ライマー (F3およびB3)、2つのインナープライ
マー (FIPおよびBIP)、および1つのループプライ
マー (Loop B) の計5つのプライマーにより構成さ
れる。LAMP法の反応液は、Loopamp  DNA  
Amplification Kit (栄研化学) を取扱説明書どおり
に調整し、増幅反応は、65℃、60分とし、その後に
酵素を失活させるため80℃、5分間の処理を行っ
た。LAMP法では、DNAの増幅量に比例して反応液
の濁度が増すため、rea l - t ime  turb id imeter  
(LA320C、栄研化学) により濁度を測定すること
で、LAMP産生物を検出した。
　本LAMP法の開発には、172株の細菌を使用し
た。S. zooepidemicusの標準株 (ATCC 43079T) 以外
の全ての株は、1980年～2013年にウマから分離
されたもので、172株の内訳は、S. zooepidemicus 
51株、S. equi 50株、Streptococcus dysgalactiae 
subsp. equisimilis 23株、他のStreptococci (ヒトに
おける病原細菌として知られるStreptococcus 
pneumoniaeを含む) 18株およびウマからしばし
ば分離される他の細菌30株である (Table 2)。各細
菌のDNA抽出は、InstaGene Matrix (Bio-Rad 
Laboratories) を取扱説明書どおりに使用して実
施した。
　その結果、本LAMP法では、S. zooepidemicusの全
51株で陽性反応が認められた。一方、S. equi、他の
Streotococciおよびその他の細菌では、全て陰性で
あった。

DNA抽出法の検討
　DNA抽出法別のLAMP法の検出感度を検討する
ため、S. zooepidemicusの10倍階段希釈を用意し、
細菌数 (CFU: colony forming units) を測定した。
その後、以下に示すそれぞれの方法でDNA抽出を
実施した。比較検討したDNA抽出法は、抽出操作の
所要時間が30分以内であることを満たす、
Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄研化学)、
InstaGene Matrixおよび煮沸法とした。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitおよびInstaGene Matrix
は使用説明書どおりに実施した。煮沸法は100℃、
10分の反応後に13,000 g、3分間の遠心分離を行
い、得られた上清をLAMP法に用いた。検出感度
は、3回のLAMP反応のうち少なくとも2回におい
て陽性となった最も低い細菌濃度 (CFU/mL) とし
た。
　純培養コロニーを使用した際のDNA抽出法別の
LAMP法検出感度は、Loopamp PURE  DNA 
Extraction Kitが1×105 CFU/mL、InstaGene 
Matr ixが1×103  CFU/mL、煮沸法が1×104  
CFU/mL であった。この検出感度はそれぞれ、200 
CFU/反応、2 CFU/反応、20 CFU/反応に相当する。
　遺伝子増幅反応においては、DNA抽出法毎に
DNAの精製度や抽出DNA量が異なるため、純培養
コロニーを使用した際の検出感度と、臨床検体を
用いた際の有用性が異なることが時折認められる
[15, 16]。そこで次に、実際の臨床検体および、実験
的にS. zooepidemicusを添加したスパイク検体を
用いて、各DNA抽出法の有用性を検討した。材料と

して、サラブレッドの呼吸器から採材された54検
体を用いた。54検体は、1検体が2010年、25検体が
2012年、28検体が2013年にそれぞれ採材され、
BALF (bronchoalveolar lavage fluid) 33検体、気管
洗浄液12検体、胸水8検体、そして喉嚢洗浄液1検
体である。それぞれの検体は採材後に、同量の輸送
用培地 (Cary-Blair medium) に懸濁され、当研究室
に送付された。その後、100μLを5％ウマ血液寒天
培地に接種して、37℃、24時間の好気培養を実施
した。残りのサンプルはDNA抽出用として-20℃に
て保存した。既報によれば、健康馬148頭のうち69
頭の気管内からは、1 CFU/mL  以上1×104  
CFU/mL 以下の細菌が分離されたが、1×104 
CFU/mL 以上の細菌が分離されたのはわずか7頭
であったこと[6]、別の報告では、臨床症状のない
スタンダードブレッドの気管洗浄液中に含まれる
平均細菌数が1.49×104 CFU/mL であったと報告
されている[12]。さらに、ヒトのBAL検体では、肺
炎などの臨床症状と関連する菌数は1×104  
CFU/mL 以上であると報告されていることから
[3]、本研究において我々は、1×104 CFU/mL 以上
の菌数が分離された場合に、臨床症状と関連する
菌数であると判断した。以上のことから、本研究で
は、細菌分離の検出感度 (20 CFU/mL) および臨床
症状と関連する分離菌数 (1×104 CFU/mL) とい
う2つの基準を基にして臨床検体をグループ分け
した。54検体のうち、34検体ではS. zooepidemicus
は分離されず (20 CFU/mL未満)、6検体は20 
CFU/mL以上1×104 CFU/mL以下、14検体は
1×10 4  C F U /m L  より多かった。また、S .  
zooepidemicusが分離されなかった34検体に10分
の1量のS. zooepidemicus (ATCC 43079T) 懸濁液
を添加して、最終濃度1×106 CFU/mLのスパイク
検体を作製し、以降に示す抽出法の検討に使用し
た。
　各DNA抽出法別でのLAMP法の検出数は、S. 
zooepidemicusが1×104 CFU/mL以上分離された
臨床検体 (14検体) では、Loopamp PURE DNA 
Extraction Kitが13検体、InstaGene Matrixが11検
体、煮沸法が7検体であった ( T a b l e  3 )。S .  
zooepidemicusを1×106 CFU/mLとなるよう添加
したスパイク検体 (34検体) では、Loopamp PURE 

DNA Extraction Kitが34検体、InstaGene Matrixが
31検体、煮沸法が27検体にてLAMP法陽性であっ
た。S. zooepidemicusが1×104 CFU/mL未満であっ
た40検体では、Loopamp PURE DNA Extraction 
Kitは1検体、InstaGene Matrixは2検体、煮沸法は1
検体がLAMP法陽性であった。
　純培養コロニーを用いたLAMP法の検出感度
は、DNA抽出法としてLoopamp PURE DNA 
Extraction Kitを用いた際は、InstaGene Matrixある
いは煮沸法より10～100倍低かったが、臨床検体
あるいは臨床検体に実験的にS. zooepidemicusを
添加したスパイク検体においては、Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
によって検出数が最も多くなった。スパイク検体
に添加した菌数は、LAMP法が陽性となる菌数を
充分に超えているため、理論的には全てのスパイ
ク検体が陽性となる。しかし、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法を用いてDNA抽出を実施した際は、
それぞれにおいていくつかの陰性検体が認めら
れ、その一方で、Loopamp PURE DNA Extraction 
KitによりDNA抽出を行った際は全てのスパイク
検体において陽性が確認された。呼吸器から採取
された検体中には、遺伝子増幅反応の阻害物質が
多く存在していることが知られており、それらが
偽陰性の原因となることが報告されている[11, 
26]。これらの物質は、ポリメラーゼあるいは検体
中のDNAへ作用することで、遺伝子増幅反応を阻
害する[20, 26]。本研究では、InstaGene Matrixあ
るいは煮沸法によるDNA抽出において、除去され
ずに残存した阻害物質によってLAMP反応が阻害
されたと考えられ、その点においてLoopamp 
PURE DNA Extraction KitはInstaGene Matrixある
いは煮沸法に比較し、阻害物質の影響をより低減

できることが示唆された。以上のように、
InstaGene Matrixあるいは煮沸法は偽陰性が生じ
る可能性が高いため、臨床検体を使用する際の
DNA抽出法にはLoopamp PURE DNA Extraction 
Kitがより適していると考えられた。Loopamp 
PURE DNA Extraction KitとLAMP法の組み合わせ
による検出感度は1×105 CFU/mLであるが、S. 
zooepidemicusの分離数が20 CFU/mL未満であっ
た臨床検体のうち1検体において陽性反応を示し
た。この検体は、採材される前に投与された抗菌薬
により、検体中の細菌が死滅したため培養されな
かったものと考えられた。

まとめ
　本研究において、我々はS. zooepidemicusを特異
的に検出するLAMP法を作製した。本LAMP法は1
時間以内に反応が終了することに加え、PCR法で
使用する特別な機器を必要とせず、臨床現場へ応
用が可能である。また、本LAMP法とLoopamp 
PURE DNA Extraction Kitを組み合わせることで、
S. zooepidemicusを効率的に検出でき、検体受領か
ら検査結果の判定までがわずか約90分で実施可
能となる。したがって、本LAMP法を用いること
で、設備が乏しい検査室においても、獣医療関係者
はS. zooepidemicusによる呼吸器感染症をより迅
速に診断でき、感染初期において適切な抗菌薬を
選択することが可能になると考えられる。
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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9回　日本競馬会の発足と競走蹄鉄の取締り
　昭和のはじめ日本は経済恐慌に直面し、国民は
苦しい生活を強いられました。やがて国民の不満
は五・一五事件などテロ事件を誘発し、軍部の力が
台頭するようになりました。軍部はこの困難を打
開するために中国を侵略し、満州国を建設して植
民地支配を強行します。そして欧米列強に対抗し
て軍備を拡張し、日中戦争、太平洋戦争へと破滅の
道をひた走るようになるのです。
　このような状況下、生きた兵器である軍馬も改
良と増産を図ることになり、第二次馬政計画が強
力に推進されることになりました。政府はこの計
画の財源確保と競馬の統制を図るため、全国11の
競馬倶楽部を統合する競馬法改正案を昭和11年5
月国会に提出しました。そして原案通り可決され、
同年12月、特別法人日本競馬会が設立されました
1, 2)(写真1)。

　この競馬法の改正は新競馬法の制定ともいえる
大改正で、競馬の統制と改善を図ることが目的で
した。そのため競馬施行規程も、絶対的権力を持つ
採決委員の設置や興奮剤投与に対する取締りの強
化など、競馬の公正確保に重点を置いたものにな
りました。そしてこの時はじめて「鉄臍(てっさい)
または突縁その他他馬に危険を及ぼす虞れ(おそ
れ)ある特殊の加工をなしたる蹄鉄はこれを使用
することを得ず」という蹄鉄を規制する条文が設
けられ、歯鉄や釘頭の突出した蹄鉄の使用が禁止
されました3- 5)(写真2)。

バリヤー式発馬機と危険な蹄鉄
　昭和12年8月、日本競馬会になって最初の競馬
が札幌から始まりました。そして開催打合せ会議
の席上、佐藤繁信採決委員(新規程の起草者)は違
反蹄鉄について触れ、「歯鉄のついた蹄鉄などは危
険だから厳重に取締まる。」と発言しています。こ
れは特に発走時の危険防止を意味していますが、
当時はバリヤー式発馬機※１による発走が行われ
ていました6 )(写真3)。

※１バリヤー式発馬機：発走地点で発馬機に据え
付けられたテープが、スタートの合図とともに上
方に跳ね上がる発走方法で、発馬機は軟式と硬式
があった。軟式は明治後半から全国の競馬倶楽部
で普及したが、テープが布製であつたためスター
ト前にテープを切ってしまうフライングが多く発
生した。硬式は大正14年東京競馬倶楽部がオース
トラリアから導入し、戦後、中央競馬の時代になっ
た昭和35年頃まで使用された。フライング防止用
として6本の丈夫なロープを使用したため、ロー
プへの接触や出遅れなどが多くなり、騒擾事件が
絶えなかった7 )。

　昭和10年代、発走役(スターター)として活躍し
ていた山縣俊夫氏は、競馬倶楽部時代の発走状況
を次のように語っています。
　「何とか機先を制せんものと、常に「ヤマ」を掛け
て出足をつけんとし、これがため回転、横向き、突
進、膠着(こうちゃく)等、これを制する発馬係の怒
声と騎手の悲鳴で、発馬は常に混戦乱闘に陥り、戦
わずして既に人馬は奔命(ほんめい)に疲れ、公正
な競馬も完全な能力発揮も何処かへ消し飛んでし
まう有様であった。加えて観衆はこれに和して熱
狂し、喧騒(けんそう)に陥り、このため時に紛争の
導火線になることも往々にあった。８）」。

　当時ヨーロッパでは充分な発馬調教が行われ、
騎手の駆引きや争いの少ない整然とした発走が行
われていました。またアメリカでは、箱形発馬機
(ストール・ゲイト)※２が導入され改良が進めら
れていました(写真4,5)。

※２ 箱形発馬機(ストール・ゲイト)：昭和2年アメ
リカで導入され、その後改良が進められた。この発
馬機の特徴は、充分な発馬機馴致と調教を必要と
するが、バリヤー式で行われていた違反行為、蹴
る、廻す、出足をつけることなどが防止できるよう
になった。日本で始めて箱形発馬機を使用したの
は大井競馬場で、昭和28年、国産発馬機(宮道式)を

導入し、中央競馬では昭和34年、ニュージーラン
ド製のウッド式発馬機を導入した9, 10)。

　しかし日本の発走状況は、馬の興奮などから他
馬との接触も多くあり、蹄鉄による負傷や落鉄も
頻繁に発生していました。日本競馬会になって歯
鉄が禁止された理由のひとつとして、他馬に危険
を及ぼすおそれのある危険な蹄鉄の使用があった
ようです。結局、札幌、函館、福島、新潟の競馬につ
いては、新規程に移行するために作られた暫定規
程で行われたため、違反蹄鉄に対して警告や指導
を与えただけで、制裁を加えることはありません
でした11-15 )(写真6)。
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わずして既に人馬は奔命(ほんめい)に疲れ、公正
な競馬も完全な能力発揮も何処かへ消し飛んでし
まう有様であった。加えて観衆はこれに和して熱
狂し、喧騒(けんそう)に陥り、このため時に紛争の
導火線になることも往々にあった。８）」。

　当時ヨーロッパでは充分な発馬調教が行われ、
騎手の駆引きや争いの少ない整然とした発走が行
われていました。またアメリカでは、箱形発馬機
(ストール・ゲイト)※２が導入され改良が進めら
れていました(写真4,5)。

※２ 箱形発馬機(ストール・ゲイト)：昭和2年アメ
リカで導入され、その後改良が進められた。この発
馬機の特徴は、充分な発馬機馴致と調教を必要と
するが、バリヤー式で行われていた違反行為、蹴
る、廻す、出足をつけることなどが防止できるよう
になった。日本で始めて箱形発馬機を使用したの
は大井競馬場で、昭和28年、国産発馬機(宮道式)を

導入し、中央競馬では昭和34年、ニュージーラン
ド製のウッド式発馬機を導入した9, 10)。

　しかし日本の発走状況は、馬の興奮などから他
馬との接触も多くあり、蹄鉄による負傷や落鉄も
頻繁に発生していました。日本競馬会になって歯
鉄が禁止された理由のひとつとして、他馬に危険
を及ぼすおそれのある危険な蹄鉄の使用があった
ようです。結局、札幌、函館、福島、新潟の競馬につ
いては、新規程に移行するために作られた暫定規
程で行われたため、違反蹄鉄に対して警告や指導
を与えただけで、制裁を加えることはありません
でした11-15 )(写真6)。
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(写真5)　箱形発馬機のスタート　アメリカ
（写真4,5 松葉重雄. 欧米競馬視察談. 昭和11年東京競馬倶楽部
発行より引用。JRA提供）

(写真4)　ヨーロッパのスタート風景
上段：英国の三才競馬のスタート。騎兵隊の整列のように見え

る。
中段：一千ギニーのスタートの瞬間（英国）。
下段：ドイツ、ホッペガルテンで行われた、昨年の伯林(ベルリ

ン)大賞典競走のスタート。

（写真3）　第20回日本ダービーのスタート　昭和28年
(日本競馬史第7巻 昭和50年日本中央競馬会発行より引用。JRA提供)
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第9回　日本競馬会の発足と競走蹄鉄の取締り
　昭和のはじめ日本は経済恐慌に直面し、国民は
苦しい生活を強いられました。やがて国民の不満
は五・一五事件などテロ事件を誘発し、軍部の力が
台頭するようになりました。軍部はこの困難を打
開するために中国を侵略し、満州国を建設して植
民地支配を強行します。そして欧米列強に対抗し
て軍備を拡張し、日中戦争、太平洋戦争へと破滅の
道をひた走るようになるのです。
　このような状況下、生きた兵器である軍馬も改
良と増産を図ることになり、第二次馬政計画が強
力に推進されることになりました。政府はこの計
画の財源確保と競馬の統制を図るため、全国11の
競馬倶楽部を統合する競馬法改正案を昭和11年5
月国会に提出しました。そして原案通り可決され、
同年12月、特別法人日本競馬会が設立されました
1, 2)(写真1)。

　この競馬法の改正は新競馬法の制定ともいえる
大改正で、競馬の統制と改善を図ることが目的で
した。そのため競馬施行規程も、絶対的権力を持つ
採決委員の設置や興奮剤投与に対する取締りの強
化など、競馬の公正確保に重点を置いたものにな
りました。そしてこの時はじめて「鉄臍(てっさい)
または突縁その他他馬に危険を及ぼす虞れ(おそ
れ)ある特殊の加工をなしたる蹄鉄はこれを使用
することを得ず」という蹄鉄を規制する条文が設
けられ、歯鉄や釘頭の突出した蹄鉄の使用が禁止
されました3- 5)(写真2)。

バリヤー式発馬機と危険な蹄鉄
　昭和12年8月、日本競馬会になって最初の競馬
が札幌から始まりました。そして開催打合せ会議
の席上、佐藤繁信採決委員(新規程の起草者)は違
反蹄鉄について触れ、「歯鉄のついた蹄鉄などは危
険だから厳重に取締まる。」と発言しています。こ
れは特に発走時の危険防止を意味していますが、
当時はバリヤー式発馬機※１による発走が行われ
ていました6 )(写真3)。

※１バリヤー式発馬機：発走地点で発馬機に据え
付けられたテープが、スタートの合図とともに上
方に跳ね上がる発走方法で、発馬機は軟式と硬式
があった。軟式は明治後半から全国の競馬倶楽部
で普及したが、テープが布製であつたためスター
ト前にテープを切ってしまうフライングが多く発
生した。硬式は大正14年東京競馬倶楽部がオース
トラリアから導入し、戦後、中央競馬の時代になっ
た昭和35年頃まで使用された。フライング防止用
として6本の丈夫なロープを使用したため、ロー
プへの接触や出遅れなどが多くなり、騒擾事件が
絶えなかった7 )。

　昭和10年代、発走役(スターター)として活躍し
ていた山縣俊夫氏は、競馬倶楽部時代の発走状況
を次のように語っています。
　「何とか機先を制せんものと、常に「ヤマ」を掛け
て出足をつけんとし、これがため回転、横向き、突
進、膠着(こうちゃく)等、これを制する発馬係の怒
声と騎手の悲鳴で、発馬は常に混戦乱闘に陥り、戦
わずして既に人馬は奔命(ほんめい)に疲れ、公正
な競馬も完全な能力発揮も何処かへ消し飛んでし
まう有様であった。加えて観衆はこれに和して熱
狂し、喧騒(けんそう)に陥り、このため時に紛争の
導火線になることも往々にあった。８）」。

　当時ヨーロッパでは充分な発馬調教が行われ、
騎手の駆引きや争いの少ない整然とした発走が行
われていました。またアメリカでは、箱形発馬機
(ストール・ゲイト)※２が導入され改良が進めら
れていました(写真4,5)。

※２ 箱形発馬機(ストール・ゲイト)：昭和2年アメ
リカで導入され、その後改良が進められた。この発
馬機の特徴は、充分な発馬機馴致と調教を必要と
するが、バリヤー式で行われていた違反行為、蹴
る、廻す、出足をつけることなどが防止できるよう
になった。日本で始めて箱形発馬機を使用したの
は大井競馬場で、昭和28年、国産発馬機(宮道式)を

導入し、中央競馬では昭和34年、ニュージーラン
ド製のウッド式発馬機を導入した9, 10)。

　しかし日本の発走状況は、馬の興奮などから他
馬との接触も多くあり、蹄鉄による負傷や落鉄も
頻繁に発生していました。日本競馬会になって歯
鉄が禁止された理由のひとつとして、他馬に危険
を及ぼすおそれのある危険な蹄鉄の使用があった
ようです。結局、札幌、函館、福島、新潟の競馬につ
いては、新規程に移行するために作られた暫定規
程で行われたため、違反蹄鉄に対して警告や指導
を与えただけで、制裁を加えることはありません
でした11-15 )(写真6)。
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(写真6)　蹄の手入れ
運動がおわればこうして爪(蹄)を洗い、汗をとって休息させる。
（日本の競馬. 昭和11年日本競馬会発行より引用。JRA提供）
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研 修 報 告

Dr. Scott Morrisonの日高研修を終えて

日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技術総合研修センター 　田中弘祐
競走馬総合研究所 臨床医学研究室 　桑野睦敏

◆はじめに
　2014年12月4日に北海道日高の静内エクリプ
スホテルと日本軽種馬協会；軽種馬生産技術総合
研修センターにて、蹄病治療および矯正装蹄に関
する研修会が実施された。本研修会は日本ウマ科
学会・北海道日高装蹄師会・日本軽種馬協会の共催
で、総合演題を「馬の蹄管理に関する講習会」と称
し、1部（午前）を座学として、2部（午後）を実技研
修とした内容であった。講師は、米国ケンタッキー
州Rood and Riddle Equine HospitalのDr. Scott 
Morrison氏（以下モリソン先生）。モリソン先生は、
東京で開催された日本ウマ科学会（会長：青木　
修）の学術集会で臨床委員会に招聘されたのに併
せて日高でもご講演いただいた。先生は過去2回、
日本軽種馬協会の軽種馬経営高度化指導研修事業
の日本装削蹄協会委託事業でも招聘を受けたこと
があったため、先生の技術の一部はすでに日高に
も普及していた。ところが、実際に症例に当たって
みると解らないことが沢山あることに気づいた装
蹄師および獣医師が多いのが現状であった。今回
の聴講者の多くは、もう一度モリソン先生のテク
ニックを学び直し、解らなかった問題に解決の糸
口を見つけようという意欲に満ちており、講演後
も絶え間なく質疑応答が繰り返された。モリソン
先生の御略歴および研修会の詳細を以下に記す。

◆講師紹介（日本ウマ科学会 第27回学術集会 講
演要旨集より）
　モリソン先生は、蹄病を専門とする装蹄獣医師、
すなわち装蹄師の資格をもった獣医師である。ま
た、勤務しているRood and Riddle Equine Hospital 

Podiatry Departmentでは経営者の一人として活
躍している。先生の管轄する蹄病課（Podiatry 
Department）は6名の装蹄獣医師、5名の装蹄師、2
名の造鉄師、数名のテクニシャンおよび事務員に
より構成されている。ケンタッキーという場所柄
か、サラブレッド種の競走馬、繁殖用馬、育成馬の
診療が多いが、乗用馬をはじめとして大型の馬車
馬やコンパニオン・アニマルであるポニーなど多
品種にわたる馬蹄疾患の対応に日々追われている
とのことだ。その豊富な症例数と柔軟な発想から、
これまでにない形状や機能をもった蹄鉄を開発し
たり、装蹄療法と獣医医療をミックスさせた優れ
た装蹄-獣医治療技術を編み出したりしながら、多
くの難治性蹄病を治療し、また新たにチャレンジ
している。現在アメリカ国内ばかりではなく、ドイ
ツ、フランス、オーストリア、イギリス、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーラン
ドなどで蹄病学についての講義や技術指導を依頼
され、のみならずアメリカ国内でもAAEP、North 
American Veterinary Conference、International 
Hoof Care Summitなどの学会でも積極的に発表
している。プライベートでは乗馬やポロ競技を趣
味としており、それらで用いる馬を自ら調教し、ポ
ロ競技では選手としても実績のあるホースマンで
ある。以下に、先生のご経歴を簡単に列挙する。
＜経歴＞
1990-1995　バージニア工科大学
1995-1999　バージニア・メリーランド獣医科大学
1999-2000　Rood and Riddle Equine Hospital ：
　　　　　　 インターンシップ
2000-現在　  Rood and Riddle Equine Hospital ：

　　　　　　 蹄病センター代表
＜表彰＞
2006　International Hoof Care Summit
　　　 優秀指導者
2006　The International Equine Veterinarian
　　　 殿堂入り
2008　North American Veterinary Conference
　　　 年度優秀発表者

◆参加者
教育公開講座：装蹄師42名、獣医師他89名、計131名

◆教育公開講座（静内エクリプスホテル：図1、2）
演題名：肢蹄管理に関するケンタッキーの最新情報
　装蹄師と獣医師を対象に、研修日の午前中に上
記テーマの講演会が実施された。これは、モリソン
先生の護蹄および装蹄療法に対する考え方を知る
ことで午後からの実技研修をより有意義なものに
し、効率よく技術の向上に努めることができると
いう配慮から行われたものであった。
　本講演では、最初にRood and Riddle Equine 
Hospital Podiatry Departmentの施設、スタッフ、
動物への倫理、総括的な治療技術、年間の症例数な
どについて紹介があった。モリソン先生自らが撮
りためた写真や動画を使って、繁殖牧場での仕事、
入院症例、ショーホース蹄の問題、緊急症例の実
際、往診でのトラブルなどについて示唆的な解説
や助言があり興味深かった。
　また、当歳馬の肢軸異常についての解説では、X
脚やO脚、球節以下の軸が内側に曲がっている球

節内反、屈腱弛緩や拘縮の対処では、アルミニウム
プレートやポリウレタン蹄鉄を応用した矯正装蹄
が外科的な手術に優先されて実施されていた。問
題なのは、肢軸異常矯正の適正な開始時期、その臨
床経過のとらえ方、副作用的に起こる蹄変形につ
いて知っておかないと、そのまま装蹄療法のみで
対応していっていいものか、あるいは獣医師に委
ねて骨や腱靱帯に手を加えた手術を適応すべきか
判断がつかない点にある。これらのことから、装蹄
療法の限界と獣医医療の効果については、装蹄師
も獣医師も相互に情報交換が必要だと指摘され
た。
　後天性Club Footについては、蹄尖部の張出しや
ヒールアップの時期について、あるいは深屈腱支
持靭帯切断術症例について術前/術後の経過を
追っての解説があった。生産地現場でよく話され
ることだが、子馬では蹄変形と肢勢との関係を良
く見極め、可能なかぎり早期に適切な対応を臨機
応変に実施すべきだというモリソン先生の指導は
大変参考になった。
　さらに、Podiatry Centerが得意とする特殊技術
として、ホスピタルプレートの摘要、症例に合わせ
て作製するシガフース蹄鉄（蹄壁接着蹄鉄）、マ
ゴットセラピー（医療用無菌ハエ幼虫療法）、掌側
指静脈を投与経路とする幹細胞治療、蹄の抗菌薬
投与法である肢端局所灌流法(Regional Limb 
Perfusion)、骨折用キャストを応用した蹄壁固定技
術であるフーフ・キャスティング、蹄壁再生の促進
効果を狙ったレーザー治療の説明もあった。
　近年、獣医医療で注目されている幹細胞治療に

ついては、蹄への効果は学術的に検証するのが難
しいということで、アカデミックな効果判定はで
きていないらしい。ただ、彼らの経験として、種々
の装蹄療法とこれまでの獣医医療をミックスした
治療で直せなかった症例に効果があることから、
幹細胞治療が無価値だとは思えないとのことで
あった。
　その他、競走馬で問題となる蹄葉炎治療につい
て先生が実践している各種の対処法の解説があっ
た。最新の治療方法として蹄匣バランスを重視し
た削蹄と蹄骨を支持するための装蹄では、蹄踵を
多削して蹄骨下縁角度（Palmar Angle）を0度とす
ることで、蹄骨先端の知覚組織の圧迫を減少させ、
上弯に加えて厚尾状蹄鉄を装着することで深屈腱
による蹄骨の牽引力を小さくする装蹄法や深屈腱
切断術時のデ・ローテーション処置（実技研修の項
で紹介）、最後に腱性突球について処置方法や理論
的な説明がなされた。
　蹄葉炎で蹄骨下縁角度が数十度も傾いてしまっ
た症例では、一般には蹄骨下縁角度をむりに元に
戻してはいけない。これは、蹄骨を牽引する深屈腱
の張力を増させないためである。しかし、切腱術

（深屈腱を切る）との併用で蹄骨下縁角度を０にす
ることに成功する。Palmar Angle０度が馬にとっ
て座りのいい蹄匣̶蹄骨相互位置関係であるのか
どうかは日本では確信がもたれていないため、今
後、国内で実践し、検証が必要な分野である。その
他、いくつもの症例について紹介されたが、ひとつ
ひとつの技術は奥が深いことからそれらの詳細は
別の機会に譲りたい。

◆実技研修（軽種馬生産技術総合研修センター：図
3、4）
テーマ；蹄葉炎、裂蹄などの装蹄療法

（午後：日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技
術総合研修センター）

デ・ローテーション
　主催者側で蹄葉炎を含めて成馬の異常肢蹄を5
脚準備し、それらの異常肢蹄へのモリソン先生の
考案したデ・ローテーション処置法のデモンスト
レーションがあった。本処置の主たる施術は切腱
術である。蹄骨を後下方に牽引する深屈腱の力を
無くすことで慢性蹄葉炎に特徴的な蹄骨変位を防
止し、蹄骨先端が軟組織を潰してしまうことで起
こる虚血状態を改善し、蹄内の血流を正常に近づ
ける。しかし、切腱術の実施後は肢蹄を後踏みする
度に浮尖（蹄尖の挙上）が起こって歩きづらい上
に、過剰に蹄踵を挫滅させてしまうことが多い。こ
れを予防するためにはデ・ローテーション処置が
有効とのことであった。
　その実践として、まず蹄葉炎になっている蹄の
X線検査を行い、Palmar Angleを確認後（図5）、前
処理として蹄踵部のみを削切（図6）、弾性のある
樹脂製アドバンス・クッション・サポート（以下
ACS）を蹄尖下面に厚く充填して蹄尖が蹄鉄より
持ち上がるように卵型連尾蹄鉄（エッグバー）を接
着装蹄するというものであった。気をつけること
は、蹄鉄を接着するエクイロックスの強度を高め
るために、エクイロックスをグラス・ファイバー・
クロスに練り込み、このエクイロックスが染み込

んだクロスを３重にして蹄鉄と蹄壁を接着する点
である（図7、8）。また、デ・ローテーション処置後
のX線検査では、Palmar Angle が0～3度になって
いることを確認するようにする（図9）。
　ここまでの装蹄では、蹄骨位置の整復は成立す
るが、蹄骨を挙上する深屈腱は処置前よりもはる
かに過緊張となって蹄骨を牽引する力が強くな
る。この段階で放置することは絶対にやってはい
けない。速やかに切腱術を立位のまま、あるいは全
身麻酔下で実施するようにとのことであった。ま
た、術後の飼養管理では、3～4日間は鎮痛消炎剤
を投与し、馬房内休養の上で、可能なかぎり早期か
ら曳き運動を行い、屈腱切断部の癒着や癒合を遅
延させるのが良いとのことであった。自由運動を

許してしまう放牧は、特殊蹄鉄装着中はすぐにし
ない方針のようであった。モリソン先生はどうし
ても放牧するなら9ｍ四方の小パドックに限定す
るよう指導していた。
　蹄葉炎の改善率は、通常の装蹄療法では25％だ

が、デ・ローテーション処置と切腱術の併用療法で
は40％を越えるとのことであった。ただ、深屈腱を
切れば全ての慢性蹄葉炎が治るということではな
いという注意喚起もあった。深屈腱切断で一時的に
楽になるが、その後の飼養管理や肢蹄管理が適切で
なければ予後は決してよくないのは、我々もしばし
ば経験している。その後の管理のポイントは、頻回
な観察とこまめな強制装蹄の修正だが、日本の生産
地の現状ではこれがなかなかできない現実もある。
難治性蹄病は牧場スタッフ・獣医師・装蹄師のそれ
ぞれが認識を共有することで結果が左右される。こ
れら三者に共通の優れた知識を普及させることは
極めて大切であるとの示唆があった。
キャスティング
　次に慢性蹄葉炎のギプス用キャスト（Cast）の蹄
への応用について説明があった。キャストは、これ
まで装蹄の世界では重要視されてこなかったが、
矯正装蹄できない変形蹄では蹄匣を補強する、蹄
形の崩れを予防するなどの観点から見直され始め
ている。このキャストの重要性を最初に説いたの
もモリソン先生達のグループだった。先生の説明
では、Distal limb castと呼ばれる球節直下から繋
部遠位までキャストを巻く手法が、蹄匣の形態を
維持するのに優れているとのことであった。また、
この時、底が丸くなるようにキャストを巻くこと
で蹄の反回が全方向に対して容易となり、力学的
ストレスを軽減することが可能との説明もいただ
いた。こうすることで、蹄の反回は可能なまま蹄関
節を固定でき、趾軸異常（球節以下の軸の異常）が
発生しにくいため馬は蹄の踏着が楽になる。また、
重度のローテーション型蹄葉炎では、デ･ローテー
ション装蹄後にキャスティングすることもあると
のことであった。
シンカー型蹄葉炎への対策
　蹄骨が蹄匣内で垂直下方に落ち込むいわゆるシ
ンカー型蹄葉炎では、よく感染が起こる。感染部位
は蹄冠真皮だったり蹄底真皮だったりするが、い
ずれにせよ放置すると必ず蹄骨の骨髄に達して難
治性となるから厄介である。よって、シンカー型蹄
葉炎では蹄の消毒と抗生物質軟膏を蹄匣の亀裂部
や蹄冠の潰瘍部に注入する必要があると指摘を受
けた。

　また、その他の補助対策として、キャスト装着も
有効とのことであった。キャスト装着前に、蹄底に
ACSを着けた後、チューブ状に編まれた包帯のよ
うなストッキネットと呼ばれる伸縮性ネットを蹄
に被せて、外科用フェルト（オルテックス）でキャ
スト端が当たる球節直下を保護して、さらにス
トッキネットを被せる。この施術はキャストを巻
いた後皮膚にキャストがあたって皮膚潰瘍ができ
る、屈腱炎を誘発するなどの思わぬ副作用を防止
する上で必要とのことであった。
　これら前処理の後、その上からグラスファイ
バー製のキャストを2本巻くようにしているとの
ことであった。キャストの底にはさらにエクイ
ロックスを軽くドーム状に充填して丸くする工夫
も必要である。通常飼育中でも馬は歩くが、歩いて
いるうちに蹄下面のキャストがいち早くすり減ら
ない工夫である。モリソン先生の豊富な経験では、
難治性進行性のシンカー型蹄葉炎の場合、キャス
ティングが最も安定した結果をもたらすと説明さ
れた。
裂蹄部へのワイヤー補強
　続いて、裂蹄に対するワイヤー締結法の説明
がった（図10）。蹄壁に自然な厚さが保持されて蹄
匣が強固なら、裂蹄周囲の蹄壁そのものにワイ
ヤーを通すことができる。蹄踵部など薄くて脆弱
な蹄壁の場合には、Cobra sox（コブラ・ソックス）
と呼ばれるカーボンとケブラー繊維を編み込んだ
クロスを細かく裁断してエクイロックスに混ぜ、
これを裂蹄部の両側に盛って、そのエクイロック
スにワイヤーを通す方法が良いとのことだった。
ケブラー繊維とは、アメリカでは消防士の着てい
る体熱防護服に使われている熱伝導性の低い、裂

けにくい素材である。裂蹄の亀裂内あるいは人工
的に亀裂を掘り起こした溝の中にはエクイロック
スが入らないように布テープを裏返して巻いたも
のを詰めておき、エクイロックスの充填が強くな
りすぎないようにするのが良いとのことであった

（図11）。

　また、ワイヤーの締め具合が肝心で、特に裂蹄が
古くなっていると、亀裂深部に軟組織による瘢痕
組織ができていることがあり、ワイヤーを締め過
ぎると痛みが出ることがあるので注意が必要との
ことであった。また、締め付け過ぎて蹄壁がさらに
裂けてしまうこともある。経験が必要なことであ
るが、気を付けながら裂け目が寄る程度に締める
と良い。その後、エクイロックスを染み込ませたコ
ブラ・ソックス（細かく裁断していないもの）を3
枚重ねて裂蹄上に貼り付けて補強していた。さら
に、水や油の侵入を予防するため、瞬間接着剤でエ
クイロックス全体をコーティングする念のいれよ
うだった（図12）。

◆おわりに
　以上、多くの技術について解説されたが、何時発
症するか分からないこれら蹄病に対して、常に特
殊な蹄鉄、工具、接着剤、その他の消耗品を準備し

ておくのは難しいのが生産地日高に居を構える装
蹄師の実状であろう。のみならず、症例の状態に合
わせて特殊な手技をいくつも実践するのはさらな
る困難を伴う。結果的には畜主に経済的負担を強
いることにもなり、これらの技術の実践そのもの
が課題であるかもしれない。だが、モリソン先生が
提唱していた「馬を第一に考え、馬のために何が良
いか、ベストかを考えて仕事をする」姿勢は捨てて
はならない心構えである。「できない」と諦めず、生
産地での装蹄がどこまでモリソン先生達の技術に
追いつけるのか、そして追い越すか挑戦する気概
をもつ装蹄師の皆さんが頼もしく見えた。
　今回は、より専門的な講演だったため、対象を獣
医師と装蹄師に限定させていただいた。にもかか
わらず、こちらの予想をはるかに上回る人数が集
まり、日本軽種馬協会が長年取り組んできた獣医
師と装蹄師のコラボレーション推進が浸透してき
たと言える。一昔前は、日高で装蹄師と獣医師が同
じテーマを聴講する、議論する、話題に出すことは
なかった。出席者の希望で予定時間をかなり越え
るボリュームでモリソン先生には指導していただ
いたが、この場を借りて謝辞を送らせていただく。
本講演会や実技研修会により、これから生産地の
蹄異常に対する向き合い方がさらに向上していく
ものと期待している。
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◆はじめに
　2014年12月4日に北海道日高の静内エクリプ
スホテルと日本軽種馬協会；軽種馬生産技術総合
研修センターにて、蹄病治療および矯正装蹄に関
する研修会が実施された。本研修会は日本ウマ科
学会・北海道日高装蹄師会・日本軽種馬協会の共催
で、総合演題を「馬の蹄管理に関する講習会」と称
し、1部（午前）を座学として、2部（午後）を実技研
修とした内容であった。講師は、米国ケンタッキー
州Rood and Riddle Equine HospitalのDr. Scott 
Morrison氏（以下モリソン先生）。モリソン先生は、
東京で開催された日本ウマ科学会（会長：青木　
修）の学術集会で臨床委員会に招聘されたのに併
せて日高でもご講演いただいた。先生は過去2回、
日本軽種馬協会の軽種馬経営高度化指導研修事業
の日本装削蹄協会委託事業でも招聘を受けたこと
があったため、先生の技術の一部はすでに日高に
も普及していた。ところが、実際に症例に当たって
みると解らないことが沢山あることに気づいた装
蹄師および獣医師が多いのが現状であった。今回
の聴講者の多くは、もう一度モリソン先生のテク
ニックを学び直し、解らなかった問題に解決の糸
口を見つけようという意欲に満ちており、講演後
も絶え間なく質疑応答が繰り返された。モリソン
先生の御略歴および研修会の詳細を以下に記す。

◆講師紹介（日本ウマ科学会 第27回学術集会 講
演要旨集より）
　モリソン先生は、蹄病を専門とする装蹄獣医師、
すなわち装蹄師の資格をもった獣医師である。ま
た、勤務しているRood and Riddle Equine Hospital 

Podiatry Departmentでは経営者の一人として活
躍している。先生の管轄する蹄病課（Podiatry 
Department）は6名の装蹄獣医師、5名の装蹄師、2
名の造鉄師、数名のテクニシャンおよび事務員に
より構成されている。ケンタッキーという場所柄
か、サラブレッド種の競走馬、繁殖用馬、育成馬の
診療が多いが、乗用馬をはじめとして大型の馬車
馬やコンパニオン・アニマルであるポニーなど多
品種にわたる馬蹄疾患の対応に日々追われている
とのことだ。その豊富な症例数と柔軟な発想から、
これまでにない形状や機能をもった蹄鉄を開発し
たり、装蹄療法と獣医医療をミックスさせた優れ
た装蹄-獣医治療技術を編み出したりしながら、多
くの難治性蹄病を治療し、また新たにチャレンジ
している。現在アメリカ国内ばかりではなく、ドイ
ツ、フランス、オーストリア、イギリス、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーラン
ドなどで蹄病学についての講義や技術指導を依頼
され、のみならずアメリカ国内でもAAEP、North 
American Veterinary Conference、International 
Hoof Care Summitなどの学会でも積極的に発表
している。プライベートでは乗馬やポロ競技を趣
味としており、それらで用いる馬を自ら調教し、ポ
ロ競技では選手としても実績のあるホースマンで
ある。以下に、先生のご経歴を簡単に列挙する。
＜経歴＞
1990-1995　バージニア工科大学
1995-1999　バージニア・メリーランド獣医科大学
1999-2000　Rood and Riddle Equine Hospital ：
　　　　　　 インターンシップ
2000-現在　  Rood and Riddle Equine Hospital ：

　　　　　　 蹄病センター代表
＜表彰＞
2006　International Hoof Care Summit
　　　 優秀指導者
2006　The International Equine Veterinarian
　　　 殿堂入り
2008　North American Veterinary Conference
　　　 年度優秀発表者

◆参加者
教育公開講座：装蹄師42名、獣医師他89名、計131名

◆教育公開講座（静内エクリプスホテル：図1、2）
演題名：肢蹄管理に関するケンタッキーの最新情報
　装蹄師と獣医師を対象に、研修日の午前中に上
記テーマの講演会が実施された。これは、モリソン
先生の護蹄および装蹄療法に対する考え方を知る
ことで午後からの実技研修をより有意義なものに
し、効率よく技術の向上に努めることができると
いう配慮から行われたものであった。
　本講演では、最初にRood and Riddle Equine 
Hospital Podiatry Departmentの施設、スタッフ、
動物への倫理、総括的な治療技術、年間の症例数な
どについて紹介があった。モリソン先生自らが撮
りためた写真や動画を使って、繁殖牧場での仕事、
入院症例、ショーホース蹄の問題、緊急症例の実
際、往診でのトラブルなどについて示唆的な解説
や助言があり興味深かった。
　また、当歳馬の肢軸異常についての解説では、X
脚やO脚、球節以下の軸が内側に曲がっている球

節内反、屈腱弛緩や拘縮の対処では、アルミニウム
プレートやポリウレタン蹄鉄を応用した矯正装蹄
が外科的な手術に優先されて実施されていた。問
題なのは、肢軸異常矯正の適正な開始時期、その臨
床経過のとらえ方、副作用的に起こる蹄変形につ
いて知っておかないと、そのまま装蹄療法のみで
対応していっていいものか、あるいは獣医師に委
ねて骨や腱靱帯に手を加えた手術を適応すべきか
判断がつかない点にある。これらのことから、装蹄
療法の限界と獣医医療の効果については、装蹄師
も獣医師も相互に情報交換が必要だと指摘され
た。
　後天性Club Footについては、蹄尖部の張出しや
ヒールアップの時期について、あるいは深屈腱支
持靭帯切断術症例について術前/術後の経過を
追っての解説があった。生産地現場でよく話され
ることだが、子馬では蹄変形と肢勢との関係を良
く見極め、可能なかぎり早期に適切な対応を臨機
応変に実施すべきだというモリソン先生の指導は
大変参考になった。
　さらに、Podiatry Centerが得意とする特殊技術
として、ホスピタルプレートの摘要、症例に合わせ
て作製するシガフース蹄鉄（蹄壁接着蹄鉄）、マ
ゴットセラピー（医療用無菌ハエ幼虫療法）、掌側
指静脈を投与経路とする幹細胞治療、蹄の抗菌薬
投与法である肢端局所灌流法(Regional Limb 
Perfusion)、骨折用キャストを応用した蹄壁固定技
術であるフーフ・キャスティング、蹄壁再生の促進
効果を狙ったレーザー治療の説明もあった。
　近年、獣医医療で注目されている幹細胞治療に

ついては、蹄への効果は学術的に検証するのが難
しいということで、アカデミックな効果判定はで
きていないらしい。ただ、彼らの経験として、種々
の装蹄療法とこれまでの獣医医療をミックスした
治療で直せなかった症例に効果があることから、
幹細胞治療が無価値だとは思えないとのことで
あった。
　その他、競走馬で問題となる蹄葉炎治療につい
て先生が実践している各種の対処法の解説があっ
た。最新の治療方法として蹄匣バランスを重視し
た削蹄と蹄骨を支持するための装蹄では、蹄踵を
多削して蹄骨下縁角度（Palmar Angle）を0度とす
ることで、蹄骨先端の知覚組織の圧迫を減少させ、
上弯に加えて厚尾状蹄鉄を装着することで深屈腱
による蹄骨の牽引力を小さくする装蹄法や深屈腱
切断術時のデ・ローテーション処置（実技研修の項
で紹介）、最後に腱性突球について処置方法や理論
的な説明がなされた。
　蹄葉炎で蹄骨下縁角度が数十度も傾いてしまっ
た症例では、一般には蹄骨下縁角度をむりに元に
戻してはいけない。これは、蹄骨を牽引する深屈腱
の張力を増させないためである。しかし、切腱術

（深屈腱を切る）との併用で蹄骨下縁角度を０にす
ることに成功する。Palmar Angle０度が馬にとっ
て座りのいい蹄匣̶蹄骨相互位置関係であるのか
どうかは日本では確信がもたれていないため、今
後、国内で実践し、検証が必要な分野である。その
他、いくつもの症例について紹介されたが、ひとつ
ひとつの技術は奥が深いことからそれらの詳細は
別の機会に譲りたい。

◆実技研修（軽種馬生産技術総合研修センター：図
3、4）
テーマ；蹄葉炎、裂蹄などの装蹄療法

（午後：日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技
術総合研修センター）

デ・ローテーション
　主催者側で蹄葉炎を含めて成馬の異常肢蹄を5
脚準備し、それらの異常肢蹄へのモリソン先生の
考案したデ・ローテーション処置法のデモンスト
レーションがあった。本処置の主たる施術は切腱
術である。蹄骨を後下方に牽引する深屈腱の力を
無くすことで慢性蹄葉炎に特徴的な蹄骨変位を防
止し、蹄骨先端が軟組織を潰してしまうことで起
こる虚血状態を改善し、蹄内の血流を正常に近づ
ける。しかし、切腱術の実施後は肢蹄を後踏みする
度に浮尖（蹄尖の挙上）が起こって歩きづらい上
に、過剰に蹄踵を挫滅させてしまうことが多い。こ
れを予防するためにはデ・ローテーション処置が
有効とのことであった。
　その実践として、まず蹄葉炎になっている蹄の
X線検査を行い、Palmar Angleを確認後（図5）、前
処理として蹄踵部のみを削切（図6）、弾性のある
樹脂製アドバンス・クッション・サポート（以下
ACS）を蹄尖下面に厚く充填して蹄尖が蹄鉄より
持ち上がるように卵型連尾蹄鉄（エッグバー）を接
着装蹄するというものであった。気をつけること
は、蹄鉄を接着するエクイロックスの強度を高め
るために、エクイロックスをグラス・ファイバー・
クロスに練り込み、このエクイロックスが染み込

んだクロスを３重にして蹄鉄と蹄壁を接着する点
である（図7、8）。また、デ・ローテーション処置後
のX線検査では、Palmar Angle が0～3度になって
いることを確認するようにする（図9）。
　ここまでの装蹄では、蹄骨位置の整復は成立す
るが、蹄骨を挙上する深屈腱は処置前よりもはる
かに過緊張となって蹄骨を牽引する力が強くな
る。この段階で放置することは絶対にやってはい
けない。速やかに切腱術を立位のまま、あるいは全
身麻酔下で実施するようにとのことであった。ま
た、術後の飼養管理では、3～4日間は鎮痛消炎剤
を投与し、馬房内休養の上で、可能なかぎり早期か
ら曳き運動を行い、屈腱切断部の癒着や癒合を遅
延させるのが良いとのことであった。自由運動を

許してしまう放牧は、特殊蹄鉄装着中はすぐにし
ない方針のようであった。モリソン先生はどうし
ても放牧するなら9ｍ四方の小パドックに限定す
るよう指導していた。
　蹄葉炎の改善率は、通常の装蹄療法では25％だ

が、デ・ローテーション処置と切腱術の併用療法で
は40％を越えるとのことであった。ただ、深屈腱を
切れば全ての慢性蹄葉炎が治るということではな
いという注意喚起もあった。深屈腱切断で一時的に
楽になるが、その後の飼養管理や肢蹄管理が適切で
なければ予後は決してよくないのは、我々もしばし
ば経験している。その後の管理のポイントは、頻回
な観察とこまめな強制装蹄の修正だが、日本の生産
地の現状ではこれがなかなかできない現実もある。
難治性蹄病は牧場スタッフ・獣医師・装蹄師のそれ
ぞれが認識を共有することで結果が左右される。こ
れら三者に共通の優れた知識を普及させることは
極めて大切であるとの示唆があった。
キャスティング
　次に慢性蹄葉炎のギプス用キャスト（Cast）の蹄
への応用について説明があった。キャストは、これ
まで装蹄の世界では重要視されてこなかったが、
矯正装蹄できない変形蹄では蹄匣を補強する、蹄
形の崩れを予防するなどの観点から見直され始め
ている。このキャストの重要性を最初に説いたの
もモリソン先生達のグループだった。先生の説明
では、Distal limb castと呼ばれる球節直下から繋
部遠位までキャストを巻く手法が、蹄匣の形態を
維持するのに優れているとのことであった。また、
この時、底が丸くなるようにキャストを巻くこと
で蹄の反回が全方向に対して容易となり、力学的
ストレスを軽減することが可能との説明もいただ
いた。こうすることで、蹄の反回は可能なまま蹄関
節を固定でき、趾軸異常（球節以下の軸の異常）が
発生しにくいため馬は蹄の踏着が楽になる。また、
重度のローテーション型蹄葉炎では、デ･ローテー
ション装蹄後にキャスティングすることもあると
のことであった。
シンカー型蹄葉炎への対策
　蹄骨が蹄匣内で垂直下方に落ち込むいわゆるシ
ンカー型蹄葉炎では、よく感染が起こる。感染部位
は蹄冠真皮だったり蹄底真皮だったりするが、い
ずれにせよ放置すると必ず蹄骨の骨髄に達して難
治性となるから厄介である。よって、シンカー型蹄
葉炎では蹄の消毒と抗生物質軟膏を蹄匣の亀裂部
や蹄冠の潰瘍部に注入する必要があると指摘を受
けた。

　また、その他の補助対策として、キャスト装着も
有効とのことであった。キャスト装着前に、蹄底に
ACSを着けた後、チューブ状に編まれた包帯のよ
うなストッキネットと呼ばれる伸縮性ネットを蹄
に被せて、外科用フェルト（オルテックス）でキャ
スト端が当たる球節直下を保護して、さらにス
トッキネットを被せる。この施術はキャストを巻
いた後皮膚にキャストがあたって皮膚潰瘍ができ
る、屈腱炎を誘発するなどの思わぬ副作用を防止
する上で必要とのことであった。
　これら前処理の後、その上からグラスファイ
バー製のキャストを2本巻くようにしているとの
ことであった。キャストの底にはさらにエクイ
ロックスを軽くドーム状に充填して丸くする工夫
も必要である。通常飼育中でも馬は歩くが、歩いて
いるうちに蹄下面のキャストがいち早くすり減ら
ない工夫である。モリソン先生の豊富な経験では、
難治性進行性のシンカー型蹄葉炎の場合、キャス
ティングが最も安定した結果をもたらすと説明さ
れた。
裂蹄部へのワイヤー補強
　続いて、裂蹄に対するワイヤー締結法の説明
がった（図10）。蹄壁に自然な厚さが保持されて蹄
匣が強固なら、裂蹄周囲の蹄壁そのものにワイ
ヤーを通すことができる。蹄踵部など薄くて脆弱
な蹄壁の場合には、Cobra sox（コブラ・ソックス）
と呼ばれるカーボンとケブラー繊維を編み込んだ
クロスを細かく裁断してエクイロックスに混ぜ、
これを裂蹄部の両側に盛って、そのエクイロック
スにワイヤーを通す方法が良いとのことだった。
ケブラー繊維とは、アメリカでは消防士の着てい
る体熱防護服に使われている熱伝導性の低い、裂

けにくい素材である。裂蹄の亀裂内あるいは人工
的に亀裂を掘り起こした溝の中にはエクイロック
スが入らないように布テープを裏返して巻いたも
のを詰めておき、エクイロックスの充填が強くな
りすぎないようにするのが良いとのことであった

（図11）。

　また、ワイヤーの締め具合が肝心で、特に裂蹄が
古くなっていると、亀裂深部に軟組織による瘢痕
組織ができていることがあり、ワイヤーを締め過
ぎると痛みが出ることがあるので注意が必要との
ことであった。また、締め付け過ぎて蹄壁がさらに
裂けてしまうこともある。経験が必要なことであ
るが、気を付けながら裂け目が寄る程度に締める
と良い。その後、エクイロックスを染み込ませたコ
ブラ・ソックス（細かく裁断していないもの）を3
枚重ねて裂蹄上に貼り付けて補強していた。さら
に、水や油の侵入を予防するため、瞬間接着剤でエ
クイロックス全体をコーティングする念のいれよ
うだった（図12）。

◆おわりに
　以上、多くの技術について解説されたが、何時発
症するか分からないこれら蹄病に対して、常に特
殊な蹄鉄、工具、接着剤、その他の消耗品を準備し

ておくのは難しいのが生産地日高に居を構える装
蹄師の実状であろう。のみならず、症例の状態に合
わせて特殊な手技をいくつも実践するのはさらな
る困難を伴う。結果的には畜主に経済的負担を強
いることにもなり、これらの技術の実践そのもの
が課題であるかもしれない。だが、モリソン先生が
提唱していた「馬を第一に考え、馬のために何が良
いか、ベストかを考えて仕事をする」姿勢は捨てて
はならない心構えである。「できない」と諦めず、生
産地での装蹄がどこまでモリソン先生達の技術に
追いつけるのか、そして追い越すか挑戦する気概
をもつ装蹄師の皆さんが頼もしく見えた。
　今回は、より専門的な講演だったため、対象を獣
医師と装蹄師に限定させていただいた。にもかか
わらず、こちらの予想をはるかに上回る人数が集
まり、日本軽種馬協会が長年取り組んできた獣医
師と装蹄師のコラボレーション推進が浸透してき
たと言える。一昔前は、日高で装蹄師と獣医師が同
じテーマを聴講する、議論する、話題に出すことは
なかった。出席者の希望で予定時間をかなり越え
るボリュームでモリソン先生には指導していただ
いたが、この場を借りて謝辞を送らせていただく。
本講演会や実技研修会により、これから生産地の
蹄異常に対する向き合い方がさらに向上していく
ものと期待している。

図1　教育公開講座の様子（1）

図2　教育公開講座の様子（2）
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◆はじめに
　2014年12月4日に北海道日高の静内エクリプ
スホテルと日本軽種馬協会；軽種馬生産技術総合
研修センターにて、蹄病治療および矯正装蹄に関
する研修会が実施された。本研修会は日本ウマ科
学会・北海道日高装蹄師会・日本軽種馬協会の共催
で、総合演題を「馬の蹄管理に関する講習会」と称
し、1部（午前）を座学として、2部（午後）を実技研
修とした内容であった。講師は、米国ケンタッキー
州Rood and Riddle Equine HospitalのDr. Scott 
Morrison氏（以下モリソン先生）。モリソン先生は、
東京で開催された日本ウマ科学会（会長：青木　
修）の学術集会で臨床委員会に招聘されたのに併
せて日高でもご講演いただいた。先生は過去2回、
日本軽種馬協会の軽種馬経営高度化指導研修事業
の日本装削蹄協会委託事業でも招聘を受けたこと
があったため、先生の技術の一部はすでに日高に
も普及していた。ところが、実際に症例に当たって
みると解らないことが沢山あることに気づいた装
蹄師および獣医師が多いのが現状であった。今回
の聴講者の多くは、もう一度モリソン先生のテク
ニックを学び直し、解らなかった問題に解決の糸
口を見つけようという意欲に満ちており、講演後
も絶え間なく質疑応答が繰り返された。モリソン
先生の御略歴および研修会の詳細を以下に記す。

◆講師紹介（日本ウマ科学会 第27回学術集会 講
演要旨集より）
　モリソン先生は、蹄病を専門とする装蹄獣医師、
すなわち装蹄師の資格をもった獣医師である。ま
た、勤務しているRood and Riddle Equine Hospital 

Podiatry Departmentでは経営者の一人として活
躍している。先生の管轄する蹄病課（Podiatry 
Department）は6名の装蹄獣医師、5名の装蹄師、2
名の造鉄師、数名のテクニシャンおよび事務員に
より構成されている。ケンタッキーという場所柄
か、サラブレッド種の競走馬、繁殖用馬、育成馬の
診療が多いが、乗用馬をはじめとして大型の馬車
馬やコンパニオン・アニマルであるポニーなど多
品種にわたる馬蹄疾患の対応に日々追われている
とのことだ。その豊富な症例数と柔軟な発想から、
これまでにない形状や機能をもった蹄鉄を開発し
たり、装蹄療法と獣医医療をミックスさせた優れ
た装蹄-獣医治療技術を編み出したりしながら、多
くの難治性蹄病を治療し、また新たにチャレンジ
している。現在アメリカ国内ばかりではなく、ドイ
ツ、フランス、オーストリア、イギリス、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーラン
ドなどで蹄病学についての講義や技術指導を依頼
され、のみならずアメリカ国内でもAAEP、North 
American Veterinary Conference、International 
Hoof Care Summitなどの学会でも積極的に発表
している。プライベートでは乗馬やポロ競技を趣
味としており、それらで用いる馬を自ら調教し、ポ
ロ競技では選手としても実績のあるホースマンで
ある。以下に、先生のご経歴を簡単に列挙する。
＜経歴＞
1990-1995　バージニア工科大学
1995-1999　バージニア・メリーランド獣医科大学
1999-2000　Rood and Riddle Equine Hospital ：
　　　　　　 インターンシップ
2000-現在　  Rood and Riddle Equine Hospital ：

　　　　　　 蹄病センター代表
＜表彰＞
2006　International Hoof Care Summit
　　　 優秀指導者
2006　The International Equine Veterinarian
　　　 殿堂入り
2008　North American Veterinary Conference
　　　 年度優秀発表者

◆参加者
教育公開講座：装蹄師42名、獣医師他89名、計131名

◆教育公開講座（静内エクリプスホテル：図1、2）
演題名：肢蹄管理に関するケンタッキーの最新情報
　装蹄師と獣医師を対象に、研修日の午前中に上
記テーマの講演会が実施された。これは、モリソン
先生の護蹄および装蹄療法に対する考え方を知る
ことで午後からの実技研修をより有意義なものに
し、効率よく技術の向上に努めることができると
いう配慮から行われたものであった。
　本講演では、最初にRood and Riddle Equine 
Hospital Podiatry Departmentの施設、スタッフ、
動物への倫理、総括的な治療技術、年間の症例数な
どについて紹介があった。モリソン先生自らが撮
りためた写真や動画を使って、繁殖牧場での仕事、
入院症例、ショーホース蹄の問題、緊急症例の実
際、往診でのトラブルなどについて示唆的な解説
や助言があり興味深かった。
　また、当歳馬の肢軸異常についての解説では、X
脚やO脚、球節以下の軸が内側に曲がっている球

節内反、屈腱弛緩や拘縮の対処では、アルミニウム
プレートやポリウレタン蹄鉄を応用した矯正装蹄
が外科的な手術に優先されて実施されていた。問
題なのは、肢軸異常矯正の適正な開始時期、その臨
床経過のとらえ方、副作用的に起こる蹄変形につ
いて知っておかないと、そのまま装蹄療法のみで
対応していっていいものか、あるいは獣医師に委
ねて骨や腱靱帯に手を加えた手術を適応すべきか
判断がつかない点にある。これらのことから、装蹄
療法の限界と獣医医療の効果については、装蹄師
も獣医師も相互に情報交換が必要だと指摘され
た。
　後天性Club Footについては、蹄尖部の張出しや
ヒールアップの時期について、あるいは深屈腱支
持靭帯切断術症例について術前/術後の経過を
追っての解説があった。生産地現場でよく話され
ることだが、子馬では蹄変形と肢勢との関係を良
く見極め、可能なかぎり早期に適切な対応を臨機
応変に実施すべきだというモリソン先生の指導は
大変参考になった。
　さらに、Podiatry Centerが得意とする特殊技術
として、ホスピタルプレートの摘要、症例に合わせ
て作製するシガフース蹄鉄（蹄壁接着蹄鉄）、マ
ゴットセラピー（医療用無菌ハエ幼虫療法）、掌側
指静脈を投与経路とする幹細胞治療、蹄の抗菌薬
投与法である肢端局所灌流法(Regional Limb 
Perfusion)、骨折用キャストを応用した蹄壁固定技
術であるフーフ・キャスティング、蹄壁再生の促進
効果を狙ったレーザー治療の説明もあった。
　近年、獣医医療で注目されている幹細胞治療に

ついては、蹄への効果は学術的に検証するのが難
しいということで、アカデミックな効果判定はで
きていないらしい。ただ、彼らの経験として、種々
の装蹄療法とこれまでの獣医医療をミックスした
治療で直せなかった症例に効果があることから、
幹細胞治療が無価値だとは思えないとのことで
あった。
　その他、競走馬で問題となる蹄葉炎治療につい
て先生が実践している各種の対処法の解説があっ
た。最新の治療方法として蹄匣バランスを重視し
た削蹄と蹄骨を支持するための装蹄では、蹄踵を
多削して蹄骨下縁角度（Palmar Angle）を0度とす
ることで、蹄骨先端の知覚組織の圧迫を減少させ、
上弯に加えて厚尾状蹄鉄を装着することで深屈腱
による蹄骨の牽引力を小さくする装蹄法や深屈腱
切断術時のデ・ローテーション処置（実技研修の項
で紹介）、最後に腱性突球について処置方法や理論
的な説明がなされた。
　蹄葉炎で蹄骨下縁角度が数十度も傾いてしまっ
た症例では、一般には蹄骨下縁角度をむりに元に
戻してはいけない。これは、蹄骨を牽引する深屈腱
の張力を増させないためである。しかし、切腱術

（深屈腱を切る）との併用で蹄骨下縁角度を０にす
ることに成功する。Palmar Angle０度が馬にとっ
て座りのいい蹄匣̶蹄骨相互位置関係であるのか
どうかは日本では確信がもたれていないため、今
後、国内で実践し、検証が必要な分野である。その
他、いくつもの症例について紹介されたが、ひとつ
ひとつの技術は奥が深いことからそれらの詳細は
別の機会に譲りたい。

◆実技研修（軽種馬生産技術総合研修センター：図
3、4）
テーマ；蹄葉炎、裂蹄などの装蹄療法

（午後：日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技
術総合研修センター）

デ・ローテーション
　主催者側で蹄葉炎を含めて成馬の異常肢蹄を5
脚準備し、それらの異常肢蹄へのモリソン先生の
考案したデ・ローテーション処置法のデモンスト
レーションがあった。本処置の主たる施術は切腱
術である。蹄骨を後下方に牽引する深屈腱の力を
無くすことで慢性蹄葉炎に特徴的な蹄骨変位を防
止し、蹄骨先端が軟組織を潰してしまうことで起
こる虚血状態を改善し、蹄内の血流を正常に近づ
ける。しかし、切腱術の実施後は肢蹄を後踏みする
度に浮尖（蹄尖の挙上）が起こって歩きづらい上
に、過剰に蹄踵を挫滅させてしまうことが多い。こ
れを予防するためにはデ・ローテーション処置が
有効とのことであった。
　その実践として、まず蹄葉炎になっている蹄の
X線検査を行い、Palmar Angleを確認後（図5）、前
処理として蹄踵部のみを削切（図6）、弾性のある
樹脂製アドバンス・クッション・サポート（以下
ACS）を蹄尖下面に厚く充填して蹄尖が蹄鉄より
持ち上がるように卵型連尾蹄鉄（エッグバー）を接
着装蹄するというものであった。気をつけること
は、蹄鉄を接着するエクイロックスの強度を高め
るために、エクイロックスをグラス・ファイバー・
クロスに練り込み、このエクイロックスが染み込

んだクロスを３重にして蹄鉄と蹄壁を接着する点
である（図7、8）。また、デ・ローテーション処置後
のX線検査では、Palmar Angle が0～3度になって
いることを確認するようにする（図9）。
　ここまでの装蹄では、蹄骨位置の整復は成立す
るが、蹄骨を挙上する深屈腱は処置前よりもはる
かに過緊張となって蹄骨を牽引する力が強くな
る。この段階で放置することは絶対にやってはい
けない。速やかに切腱術を立位のまま、あるいは全
身麻酔下で実施するようにとのことであった。ま
た、術後の飼養管理では、3～4日間は鎮痛消炎剤
を投与し、馬房内休養の上で、可能なかぎり早期か
ら曳き運動を行い、屈腱切断部の癒着や癒合を遅
延させるのが良いとのことであった。自由運動を

許してしまう放牧は、特殊蹄鉄装着中はすぐにし
ない方針のようであった。モリソン先生はどうし
ても放牧するなら9ｍ四方の小パドックに限定す
るよう指導していた。
　蹄葉炎の改善率は、通常の装蹄療法では25％だ

が、デ・ローテーション処置と切腱術の併用療法で
は40％を越えるとのことであった。ただ、深屈腱を
切れば全ての慢性蹄葉炎が治るということではな
いという注意喚起もあった。深屈腱切断で一時的に
楽になるが、その後の飼養管理や肢蹄管理が適切で
なければ予後は決してよくないのは、我々もしばし
ば経験している。その後の管理のポイントは、頻回
な観察とこまめな強制装蹄の修正だが、日本の生産
地の現状ではこれがなかなかできない現実もある。
難治性蹄病は牧場スタッフ・獣医師・装蹄師のそれ
ぞれが認識を共有することで結果が左右される。こ
れら三者に共通の優れた知識を普及させることは
極めて大切であるとの示唆があった。
キャスティング
　次に慢性蹄葉炎のギプス用キャスト（Cast）の蹄
への応用について説明があった。キャストは、これ
まで装蹄の世界では重要視されてこなかったが、
矯正装蹄できない変形蹄では蹄匣を補強する、蹄
形の崩れを予防するなどの観点から見直され始め
ている。このキャストの重要性を最初に説いたの
もモリソン先生達のグループだった。先生の説明
では、Distal limb castと呼ばれる球節直下から繋
部遠位までキャストを巻く手法が、蹄匣の形態を
維持するのに優れているとのことであった。また、
この時、底が丸くなるようにキャストを巻くこと
で蹄の反回が全方向に対して容易となり、力学的
ストレスを軽減することが可能との説明もいただ
いた。こうすることで、蹄の反回は可能なまま蹄関
節を固定でき、趾軸異常（球節以下の軸の異常）が
発生しにくいため馬は蹄の踏着が楽になる。また、
重度のローテーション型蹄葉炎では、デ･ローテー
ション装蹄後にキャスティングすることもあると
のことであった。
シンカー型蹄葉炎への対策
　蹄骨が蹄匣内で垂直下方に落ち込むいわゆるシ
ンカー型蹄葉炎では、よく感染が起こる。感染部位
は蹄冠真皮だったり蹄底真皮だったりするが、い
ずれにせよ放置すると必ず蹄骨の骨髄に達して難
治性となるから厄介である。よって、シンカー型蹄
葉炎では蹄の消毒と抗生物質軟膏を蹄匣の亀裂部
や蹄冠の潰瘍部に注入する必要があると指摘を受
けた。

　また、その他の補助対策として、キャスト装着も
有効とのことであった。キャスト装着前に、蹄底に
ACSを着けた後、チューブ状に編まれた包帯のよ
うなストッキネットと呼ばれる伸縮性ネットを蹄
に被せて、外科用フェルト（オルテックス）でキャ
スト端が当たる球節直下を保護して、さらにス
トッキネットを被せる。この施術はキャストを巻
いた後皮膚にキャストがあたって皮膚潰瘍ができ
る、屈腱炎を誘発するなどの思わぬ副作用を防止
する上で必要とのことであった。
　これら前処理の後、その上からグラスファイ
バー製のキャストを2本巻くようにしているとの
ことであった。キャストの底にはさらにエクイ
ロックスを軽くドーム状に充填して丸くする工夫
も必要である。通常飼育中でも馬は歩くが、歩いて
いるうちに蹄下面のキャストがいち早くすり減ら
ない工夫である。モリソン先生の豊富な経験では、
難治性進行性のシンカー型蹄葉炎の場合、キャス
ティングが最も安定した結果をもたらすと説明さ
れた。
裂蹄部へのワイヤー補強
　続いて、裂蹄に対するワイヤー締結法の説明
がった（図10）。蹄壁に自然な厚さが保持されて蹄
匣が強固なら、裂蹄周囲の蹄壁そのものにワイ
ヤーを通すことができる。蹄踵部など薄くて脆弱
な蹄壁の場合には、Cobra sox（コブラ・ソックス）
と呼ばれるカーボンとケブラー繊維を編み込んだ
クロスを細かく裁断してエクイロックスに混ぜ、
これを裂蹄部の両側に盛って、そのエクイロック
スにワイヤーを通す方法が良いとのことだった。
ケブラー繊維とは、アメリカでは消防士の着てい
る体熱防護服に使われている熱伝導性の低い、裂

けにくい素材である。裂蹄の亀裂内あるいは人工
的に亀裂を掘り起こした溝の中にはエクイロック
スが入らないように布テープを裏返して巻いたも
のを詰めておき、エクイロックスの充填が強くな
りすぎないようにするのが良いとのことであった

（図11）。

　また、ワイヤーの締め具合が肝心で、特に裂蹄が
古くなっていると、亀裂深部に軟組織による瘢痕
組織ができていることがあり、ワイヤーを締め過
ぎると痛みが出ることがあるので注意が必要との
ことであった。また、締め付け過ぎて蹄壁がさらに
裂けてしまうこともある。経験が必要なことであ
るが、気を付けながら裂け目が寄る程度に締める
と良い。その後、エクイロックスを染み込ませたコ
ブラ・ソックス（細かく裁断していないもの）を3
枚重ねて裂蹄上に貼り付けて補強していた。さら
に、水や油の侵入を予防するため、瞬間接着剤でエ
クイロックス全体をコーティングする念のいれよ
うだった（図12）。

◆おわりに
　以上、多くの技術について解説されたが、何時発
症するか分からないこれら蹄病に対して、常に特
殊な蹄鉄、工具、接着剤、その他の消耗品を準備し

ておくのは難しいのが生産地日高に居を構える装
蹄師の実状であろう。のみならず、症例の状態に合
わせて特殊な手技をいくつも実践するのはさらな
る困難を伴う。結果的には畜主に経済的負担を強
いることにもなり、これらの技術の実践そのもの
が課題であるかもしれない。だが、モリソン先生が
提唱していた「馬を第一に考え、馬のために何が良
いか、ベストかを考えて仕事をする」姿勢は捨てて
はならない心構えである。「できない」と諦めず、生
産地での装蹄がどこまでモリソン先生達の技術に
追いつけるのか、そして追い越すか挑戦する気概
をもつ装蹄師の皆さんが頼もしく見えた。
　今回は、より専門的な講演だったため、対象を獣
医師と装蹄師に限定させていただいた。にもかか
わらず、こちらの予想をはるかに上回る人数が集
まり、日本軽種馬協会が長年取り組んできた獣医
師と装蹄師のコラボレーション推進が浸透してき
たと言える。一昔前は、日高で装蹄師と獣医師が同
じテーマを聴講する、議論する、話題に出すことは
なかった。出席者の希望で予定時間をかなり越え
るボリュームでモリソン先生には指導していただ
いたが、この場を借りて謝辞を送らせていただく。
本講演会や実技研修会により、これから生産地の
蹄異常に対する向き合い方がさらに向上していく
ものと期待している。

図3　実技研修の様子（1） 図4　実技研修の様子（2）
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◆はじめに
　2014年12月4日に北海道日高の静内エクリプ
スホテルと日本軽種馬協会；軽種馬生産技術総合
研修センターにて、蹄病治療および矯正装蹄に関
する研修会が実施された。本研修会は日本ウマ科
学会・北海道日高装蹄師会・日本軽種馬協会の共催
で、総合演題を「馬の蹄管理に関する講習会」と称
し、1部（午前）を座学として、2部（午後）を実技研
修とした内容であった。講師は、米国ケンタッキー
州Rood and Riddle Equine HospitalのDr. Scott 
Morrison氏（以下モリソン先生）。モリソン先生は、
東京で開催された日本ウマ科学会（会長：青木　
修）の学術集会で臨床委員会に招聘されたのに併
せて日高でもご講演いただいた。先生は過去2回、
日本軽種馬協会の軽種馬経営高度化指導研修事業
の日本装削蹄協会委託事業でも招聘を受けたこと
があったため、先生の技術の一部はすでに日高に
も普及していた。ところが、実際に症例に当たって
みると解らないことが沢山あることに気づいた装
蹄師および獣医師が多いのが現状であった。今回
の聴講者の多くは、もう一度モリソン先生のテク
ニックを学び直し、解らなかった問題に解決の糸
口を見つけようという意欲に満ちており、講演後
も絶え間なく質疑応答が繰り返された。モリソン
先生の御略歴および研修会の詳細を以下に記す。

◆講師紹介（日本ウマ科学会 第27回学術集会 講
演要旨集より）
　モリソン先生は、蹄病を専門とする装蹄獣医師、
すなわち装蹄師の資格をもった獣医師である。ま
た、勤務しているRood and Riddle Equine Hospital 

Podiatry Departmentでは経営者の一人として活
躍している。先生の管轄する蹄病課（Podiatry 
Department）は6名の装蹄獣医師、5名の装蹄師、2
名の造鉄師、数名のテクニシャンおよび事務員に
より構成されている。ケンタッキーという場所柄
か、サラブレッド種の競走馬、繁殖用馬、育成馬の
診療が多いが、乗用馬をはじめとして大型の馬車
馬やコンパニオン・アニマルであるポニーなど多
品種にわたる馬蹄疾患の対応に日々追われている
とのことだ。その豊富な症例数と柔軟な発想から、
これまでにない形状や機能をもった蹄鉄を開発し
たり、装蹄療法と獣医医療をミックスさせた優れ
た装蹄-獣医治療技術を編み出したりしながら、多
くの難治性蹄病を治療し、また新たにチャレンジ
している。現在アメリカ国内ばかりではなく、ドイ
ツ、フランス、オーストリア、イギリス、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーラン
ドなどで蹄病学についての講義や技術指導を依頼
され、のみならずアメリカ国内でもAAEP、North 
American Veterinary Conference、International 
Hoof Care Summitなどの学会でも積極的に発表
している。プライベートでは乗馬やポロ競技を趣
味としており、それらで用いる馬を自ら調教し、ポ
ロ競技では選手としても実績のあるホースマンで
ある。以下に、先生のご経歴を簡単に列挙する。
＜経歴＞
1990-1995　バージニア工科大学
1995-1999　バージニア・メリーランド獣医科大学
1999-2000　Rood and Riddle Equine Hospital ：
　　　　　　 インターンシップ
2000-現在　  Rood and Riddle Equine Hospital ：

　　　　　　 蹄病センター代表
＜表彰＞
2006　International Hoof Care Summit
　　　 優秀指導者
2006　The International Equine Veterinarian
　　　 殿堂入り
2008　North American Veterinary Conference
　　　 年度優秀発表者

◆参加者
教育公開講座：装蹄師42名、獣医師他89名、計131名

◆教育公開講座（静内エクリプスホテル：図1、2）
演題名：肢蹄管理に関するケンタッキーの最新情報
　装蹄師と獣医師を対象に、研修日の午前中に上
記テーマの講演会が実施された。これは、モリソン
先生の護蹄および装蹄療法に対する考え方を知る
ことで午後からの実技研修をより有意義なものに
し、効率よく技術の向上に努めることができると
いう配慮から行われたものであった。
　本講演では、最初にRood and Riddle Equine 
Hospital Podiatry Departmentの施設、スタッフ、
動物への倫理、総括的な治療技術、年間の症例数な
どについて紹介があった。モリソン先生自らが撮
りためた写真や動画を使って、繁殖牧場での仕事、
入院症例、ショーホース蹄の問題、緊急症例の実
際、往診でのトラブルなどについて示唆的な解説
や助言があり興味深かった。
　また、当歳馬の肢軸異常についての解説では、X
脚やO脚、球節以下の軸が内側に曲がっている球

節内反、屈腱弛緩や拘縮の対処では、アルミニウム
プレートやポリウレタン蹄鉄を応用した矯正装蹄
が外科的な手術に優先されて実施されていた。問
題なのは、肢軸異常矯正の適正な開始時期、その臨
床経過のとらえ方、副作用的に起こる蹄変形につ
いて知っておかないと、そのまま装蹄療法のみで
対応していっていいものか、あるいは獣医師に委
ねて骨や腱靱帯に手を加えた手術を適応すべきか
判断がつかない点にある。これらのことから、装蹄
療法の限界と獣医医療の効果については、装蹄師
も獣医師も相互に情報交換が必要だと指摘され
た。
　後天性Club Footについては、蹄尖部の張出しや
ヒールアップの時期について、あるいは深屈腱支
持靭帯切断術症例について術前/術後の経過を
追っての解説があった。生産地現場でよく話され
ることだが、子馬では蹄変形と肢勢との関係を良
く見極め、可能なかぎり早期に適切な対応を臨機
応変に実施すべきだというモリソン先生の指導は
大変参考になった。
　さらに、Podiatry Centerが得意とする特殊技術
として、ホスピタルプレートの摘要、症例に合わせ
て作製するシガフース蹄鉄（蹄壁接着蹄鉄）、マ
ゴットセラピー（医療用無菌ハエ幼虫療法）、掌側
指静脈を投与経路とする幹細胞治療、蹄の抗菌薬
投与法である肢端局所灌流法(Regional Limb 
Perfusion)、骨折用キャストを応用した蹄壁固定技
術であるフーフ・キャスティング、蹄壁再生の促進
効果を狙ったレーザー治療の説明もあった。
　近年、獣医医療で注目されている幹細胞治療に

ついては、蹄への効果は学術的に検証するのが難
しいということで、アカデミックな効果判定はで
きていないらしい。ただ、彼らの経験として、種々
の装蹄療法とこれまでの獣医医療をミックスした
治療で直せなかった症例に効果があることから、
幹細胞治療が無価値だとは思えないとのことで
あった。
　その他、競走馬で問題となる蹄葉炎治療につい
て先生が実践している各種の対処法の解説があっ
た。最新の治療方法として蹄匣バランスを重視し
た削蹄と蹄骨を支持するための装蹄では、蹄踵を
多削して蹄骨下縁角度（Palmar Angle）を0度とす
ることで、蹄骨先端の知覚組織の圧迫を減少させ、
上弯に加えて厚尾状蹄鉄を装着することで深屈腱
による蹄骨の牽引力を小さくする装蹄法や深屈腱
切断術時のデ・ローテーション処置（実技研修の項
で紹介）、最後に腱性突球について処置方法や理論
的な説明がなされた。
　蹄葉炎で蹄骨下縁角度が数十度も傾いてしまっ
た症例では、一般には蹄骨下縁角度をむりに元に
戻してはいけない。これは、蹄骨を牽引する深屈腱
の張力を増させないためである。しかし、切腱術

（深屈腱を切る）との併用で蹄骨下縁角度を０にす
ることに成功する。Palmar Angle０度が馬にとっ
て座りのいい蹄匣̶蹄骨相互位置関係であるのか
どうかは日本では確信がもたれていないため、今
後、国内で実践し、検証が必要な分野である。その
他、いくつもの症例について紹介されたが、ひとつ
ひとつの技術は奥が深いことからそれらの詳細は
別の機会に譲りたい。

◆実技研修（軽種馬生産技術総合研修センター：図
3、4）
テーマ；蹄葉炎、裂蹄などの装蹄療法

（午後：日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技
術総合研修センター）

デ・ローテーション
　主催者側で蹄葉炎を含めて成馬の異常肢蹄を5
脚準備し、それらの異常肢蹄へのモリソン先生の
考案したデ・ローテーション処置法のデモンスト
レーションがあった。本処置の主たる施術は切腱
術である。蹄骨を後下方に牽引する深屈腱の力を
無くすことで慢性蹄葉炎に特徴的な蹄骨変位を防
止し、蹄骨先端が軟組織を潰してしまうことで起
こる虚血状態を改善し、蹄内の血流を正常に近づ
ける。しかし、切腱術の実施後は肢蹄を後踏みする
度に浮尖（蹄尖の挙上）が起こって歩きづらい上
に、過剰に蹄踵を挫滅させてしまうことが多い。こ
れを予防するためにはデ・ローテーション処置が
有効とのことであった。
　その実践として、まず蹄葉炎になっている蹄の
X線検査を行い、Palmar Angleを確認後（図5）、前
処理として蹄踵部のみを削切（図6）、弾性のある
樹脂製アドバンス・クッション・サポート（以下
ACS）を蹄尖下面に厚く充填して蹄尖が蹄鉄より
持ち上がるように卵型連尾蹄鉄（エッグバー）を接
着装蹄するというものであった。気をつけること
は、蹄鉄を接着するエクイロックスの強度を高め
るために、エクイロックスをグラス・ファイバー・
クロスに練り込み、このエクイロックスが染み込

んだクロスを３重にして蹄鉄と蹄壁を接着する点
である（図7、8）。また、デ・ローテーション処置後
のX線検査では、Palmar Angle が0～3度になって
いることを確認するようにする（図9）。
　ここまでの装蹄では、蹄骨位置の整復は成立す
るが、蹄骨を挙上する深屈腱は処置前よりもはる
かに過緊張となって蹄骨を牽引する力が強くな
る。この段階で放置することは絶対にやってはい
けない。速やかに切腱術を立位のまま、あるいは全
身麻酔下で実施するようにとのことであった。ま
た、術後の飼養管理では、3～4日間は鎮痛消炎剤
を投与し、馬房内休養の上で、可能なかぎり早期か
ら曳き運動を行い、屈腱切断部の癒着や癒合を遅
延させるのが良いとのことであった。自由運動を

許してしまう放牧は、特殊蹄鉄装着中はすぐにし
ない方針のようであった。モリソン先生はどうし
ても放牧するなら9ｍ四方の小パドックに限定す
るよう指導していた。
　蹄葉炎の改善率は、通常の装蹄療法では25％だ

が、デ・ローテーション処置と切腱術の併用療法で
は40％を越えるとのことであった。ただ、深屈腱を
切れば全ての慢性蹄葉炎が治るということではな
いという注意喚起もあった。深屈腱切断で一時的に
楽になるが、その後の飼養管理や肢蹄管理が適切で
なければ予後は決してよくないのは、我々もしばし
ば経験している。その後の管理のポイントは、頻回
な観察とこまめな強制装蹄の修正だが、日本の生産
地の現状ではこれがなかなかできない現実もある。
難治性蹄病は牧場スタッフ・獣医師・装蹄師のそれ
ぞれが認識を共有することで結果が左右される。こ
れら三者に共通の優れた知識を普及させることは
極めて大切であるとの示唆があった。
キャスティング
　次に慢性蹄葉炎のギプス用キャスト（Cast）の蹄
への応用について説明があった。キャストは、これ
まで装蹄の世界では重要視されてこなかったが、
矯正装蹄できない変形蹄では蹄匣を補強する、蹄
形の崩れを予防するなどの観点から見直され始め
ている。このキャストの重要性を最初に説いたの
もモリソン先生達のグループだった。先生の説明
では、Distal limb castと呼ばれる球節直下から繋
部遠位までキャストを巻く手法が、蹄匣の形態を
維持するのに優れているとのことであった。また、
この時、底が丸くなるようにキャストを巻くこと
で蹄の反回が全方向に対して容易となり、力学的
ストレスを軽減することが可能との説明もいただ
いた。こうすることで、蹄の反回は可能なまま蹄関
節を固定でき、趾軸異常（球節以下の軸の異常）が
発生しにくいため馬は蹄の踏着が楽になる。また、
重度のローテーション型蹄葉炎では、デ･ローテー
ション装蹄後にキャスティングすることもあると
のことであった。
シンカー型蹄葉炎への対策
　蹄骨が蹄匣内で垂直下方に落ち込むいわゆるシ
ンカー型蹄葉炎では、よく感染が起こる。感染部位
は蹄冠真皮だったり蹄底真皮だったりするが、い
ずれにせよ放置すると必ず蹄骨の骨髄に達して難
治性となるから厄介である。よって、シンカー型蹄
葉炎では蹄の消毒と抗生物質軟膏を蹄匣の亀裂部
や蹄冠の潰瘍部に注入する必要があると指摘を受
けた。

　また、その他の補助対策として、キャスト装着も
有効とのことであった。キャスト装着前に、蹄底に
ACSを着けた後、チューブ状に編まれた包帯のよ
うなストッキネットと呼ばれる伸縮性ネットを蹄
に被せて、外科用フェルト（オルテックス）でキャ
スト端が当たる球節直下を保護して、さらにス
トッキネットを被せる。この施術はキャストを巻
いた後皮膚にキャストがあたって皮膚潰瘍ができ
る、屈腱炎を誘発するなどの思わぬ副作用を防止
する上で必要とのことであった。
　これら前処理の後、その上からグラスファイ
バー製のキャストを2本巻くようにしているとの
ことであった。キャストの底にはさらにエクイ
ロックスを軽くドーム状に充填して丸くする工夫
も必要である。通常飼育中でも馬は歩くが、歩いて
いるうちに蹄下面のキャストがいち早くすり減ら
ない工夫である。モリソン先生の豊富な経験では、
難治性進行性のシンカー型蹄葉炎の場合、キャス
ティングが最も安定した結果をもたらすと説明さ
れた。
裂蹄部へのワイヤー補強
　続いて、裂蹄に対するワイヤー締結法の説明
がった（図10）。蹄壁に自然な厚さが保持されて蹄
匣が強固なら、裂蹄周囲の蹄壁そのものにワイ
ヤーを通すことができる。蹄踵部など薄くて脆弱
な蹄壁の場合には、Cobra sox（コブラ・ソックス）
と呼ばれるカーボンとケブラー繊維を編み込んだ
クロスを細かく裁断してエクイロックスに混ぜ、
これを裂蹄部の両側に盛って、そのエクイロック
スにワイヤーを通す方法が良いとのことだった。
ケブラー繊維とは、アメリカでは消防士の着てい
る体熱防護服に使われている熱伝導性の低い、裂

けにくい素材である。裂蹄の亀裂内あるいは人工
的に亀裂を掘り起こした溝の中にはエクイロック
スが入らないように布テープを裏返して巻いたも
のを詰めておき、エクイロックスの充填が強くな
りすぎないようにするのが良いとのことであった

（図11）。

　また、ワイヤーの締め具合が肝心で、特に裂蹄が
古くなっていると、亀裂深部に軟組織による瘢痕
組織ができていることがあり、ワイヤーを締め過
ぎると痛みが出ることがあるので注意が必要との
ことであった。また、締め付け過ぎて蹄壁がさらに
裂けてしまうこともある。経験が必要なことであ
るが、気を付けながら裂け目が寄る程度に締める
と良い。その後、エクイロックスを染み込ませたコ
ブラ・ソックス（細かく裁断していないもの）を3
枚重ねて裂蹄上に貼り付けて補強していた。さら
に、水や油の侵入を予防するため、瞬間接着剤でエ
クイロックス全体をコーティングする念のいれよ
うだった（図12）。

◆おわりに
　以上、多くの技術について解説されたが、何時発
症するか分からないこれら蹄病に対して、常に特
殊な蹄鉄、工具、接着剤、その他の消耗品を準備し

ておくのは難しいのが生産地日高に居を構える装
蹄師の実状であろう。のみならず、症例の状態に合
わせて特殊な手技をいくつも実践するのはさらな
る困難を伴う。結果的には畜主に経済的負担を強
いることにもなり、これらの技術の実践そのもの
が課題であるかもしれない。だが、モリソン先生が
提唱していた「馬を第一に考え、馬のために何が良
いか、ベストかを考えて仕事をする」姿勢は捨てて
はならない心構えである。「できない」と諦めず、生
産地での装蹄がどこまでモリソン先生達の技術に
追いつけるのか、そして追い越すか挑戦する気概
をもつ装蹄師の皆さんが頼もしく見えた。
　今回は、より専門的な講演だったため、対象を獣
医師と装蹄師に限定させていただいた。にもかか
わらず、こちらの予想をはるかに上回る人数が集
まり、日本軽種馬協会が長年取り組んできた獣医
師と装蹄師のコラボレーション推進が浸透してき
たと言える。一昔前は、日高で装蹄師と獣医師が同
じテーマを聴講する、議論する、話題に出すことは
なかった。出席者の希望で予定時間をかなり越え
るボリュームでモリソン先生には指導していただ
いたが、この場を借りて謝辞を送らせていただく。
本講演会や実技研修会により、これから生産地の
蹄異常に対する向き合い方がさらに向上していく
ものと期待している。

図5　Palmar Angleの確認（デ・ローテーション処置前のX線像）

図6　Palmar Angleを0度にするため、蹄踵のみ削切

図7　蹄下面にACSを充填後、エッグバー蹄鉄を固
定するため、グラス・ファイバー・クロスにエクイ
ロックスを塗布し、そのクロスを用いてエッグ
バー蹄鉄を内外の蹄壁に接着固定しているところ

図8　デ・ローテーション処置終了

図9　Palmar Angle 0度（デ・ローテーション処置後のX線像）
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◆はじめに
　2014年12月4日に北海道日高の静内エクリプ
スホテルと日本軽種馬協会；軽種馬生産技術総合
研修センターにて、蹄病治療および矯正装蹄に関
する研修会が実施された。本研修会は日本ウマ科
学会・北海道日高装蹄師会・日本軽種馬協会の共催
で、総合演題を「馬の蹄管理に関する講習会」と称
し、1部（午前）を座学として、2部（午後）を実技研
修とした内容であった。講師は、米国ケンタッキー
州Rood and Riddle Equine HospitalのDr. Scott 
Morrison氏（以下モリソン先生）。モリソン先生は、
東京で開催された日本ウマ科学会（会長：青木　
修）の学術集会で臨床委員会に招聘されたのに併
せて日高でもご講演いただいた。先生は過去2回、
日本軽種馬協会の軽種馬経営高度化指導研修事業
の日本装削蹄協会委託事業でも招聘を受けたこと
があったため、先生の技術の一部はすでに日高に
も普及していた。ところが、実際に症例に当たって
みると解らないことが沢山あることに気づいた装
蹄師および獣医師が多いのが現状であった。今回
の聴講者の多くは、もう一度モリソン先生のテク
ニックを学び直し、解らなかった問題に解決の糸
口を見つけようという意欲に満ちており、講演後
も絶え間なく質疑応答が繰り返された。モリソン
先生の御略歴および研修会の詳細を以下に記す。

◆講師紹介（日本ウマ科学会 第27回学術集会 講
演要旨集より）
　モリソン先生は、蹄病を専門とする装蹄獣医師、
すなわち装蹄師の資格をもった獣医師である。ま
た、勤務しているRood and Riddle Equine Hospital 

Podiatry Departmentでは経営者の一人として活
躍している。先生の管轄する蹄病課（Podiatry 
Department）は6名の装蹄獣医師、5名の装蹄師、2
名の造鉄師、数名のテクニシャンおよび事務員に
より構成されている。ケンタッキーという場所柄
か、サラブレッド種の競走馬、繁殖用馬、育成馬の
診療が多いが、乗用馬をはじめとして大型の馬車
馬やコンパニオン・アニマルであるポニーなど多
品種にわたる馬蹄疾患の対応に日々追われている
とのことだ。その豊富な症例数と柔軟な発想から、
これまでにない形状や機能をもった蹄鉄を開発し
たり、装蹄療法と獣医医療をミックスさせた優れ
た装蹄-獣医治療技術を編み出したりしながら、多
くの難治性蹄病を治療し、また新たにチャレンジ
している。現在アメリカ国内ばかりではなく、ドイ
ツ、フランス、オーストリア、イギリス、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーラン
ドなどで蹄病学についての講義や技術指導を依頼
され、のみならずアメリカ国内でもAAEP、North 
American Veterinary Conference、International 
Hoof Care Summitなどの学会でも積極的に発表
している。プライベートでは乗馬やポロ競技を趣
味としており、それらで用いる馬を自ら調教し、ポ
ロ競技では選手としても実績のあるホースマンで
ある。以下に、先生のご経歴を簡単に列挙する。
＜経歴＞
1990-1995　バージニア工科大学
1995-1999　バージニア・メリーランド獣医科大学
1999-2000　Rood and Riddle Equine Hospital ：
　　　　　　 インターンシップ
2000-現在　  Rood and Riddle Equine Hospital ：

　　　　　　 蹄病センター代表
＜表彰＞
2006　International Hoof Care Summit
　　　 優秀指導者
2006　The International Equine Veterinarian
　　　 殿堂入り
2008　North American Veterinary Conference
　　　 年度優秀発表者

◆参加者
教育公開講座：装蹄師42名、獣医師他89名、計131名

◆教育公開講座（静内エクリプスホテル：図1、2）
演題名：肢蹄管理に関するケンタッキーの最新情報
　装蹄師と獣医師を対象に、研修日の午前中に上
記テーマの講演会が実施された。これは、モリソン
先生の護蹄および装蹄療法に対する考え方を知る
ことで午後からの実技研修をより有意義なものに
し、効率よく技術の向上に努めることができると
いう配慮から行われたものであった。
　本講演では、最初にRood and Riddle Equine 
Hospital Podiatry Departmentの施設、スタッフ、
動物への倫理、総括的な治療技術、年間の症例数な
どについて紹介があった。モリソン先生自らが撮
りためた写真や動画を使って、繁殖牧場での仕事、
入院症例、ショーホース蹄の問題、緊急症例の実
際、往診でのトラブルなどについて示唆的な解説
や助言があり興味深かった。
　また、当歳馬の肢軸異常についての解説では、X
脚やO脚、球節以下の軸が内側に曲がっている球

節内反、屈腱弛緩や拘縮の対処では、アルミニウム
プレートやポリウレタン蹄鉄を応用した矯正装蹄
が外科的な手術に優先されて実施されていた。問
題なのは、肢軸異常矯正の適正な開始時期、その臨
床経過のとらえ方、副作用的に起こる蹄変形につ
いて知っておかないと、そのまま装蹄療法のみで
対応していっていいものか、あるいは獣医師に委
ねて骨や腱靱帯に手を加えた手術を適応すべきか
判断がつかない点にある。これらのことから、装蹄
療法の限界と獣医医療の効果については、装蹄師
も獣医師も相互に情報交換が必要だと指摘され
た。
　後天性Club Footについては、蹄尖部の張出しや
ヒールアップの時期について、あるいは深屈腱支
持靭帯切断術症例について術前/術後の経過を
追っての解説があった。生産地現場でよく話され
ることだが、子馬では蹄変形と肢勢との関係を良
く見極め、可能なかぎり早期に適切な対応を臨機
応変に実施すべきだというモリソン先生の指導は
大変参考になった。
　さらに、Podiatry Centerが得意とする特殊技術
として、ホスピタルプレートの摘要、症例に合わせ
て作製するシガフース蹄鉄（蹄壁接着蹄鉄）、マ
ゴットセラピー（医療用無菌ハエ幼虫療法）、掌側
指静脈を投与経路とする幹細胞治療、蹄の抗菌薬
投与法である肢端局所灌流法(Regional Limb 
Perfusion)、骨折用キャストを応用した蹄壁固定技
術であるフーフ・キャスティング、蹄壁再生の促進
効果を狙ったレーザー治療の説明もあった。
　近年、獣医医療で注目されている幹細胞治療に

ついては、蹄への効果は学術的に検証するのが難
しいということで、アカデミックな効果判定はで
きていないらしい。ただ、彼らの経験として、種々
の装蹄療法とこれまでの獣医医療をミックスした
治療で直せなかった症例に効果があることから、
幹細胞治療が無価値だとは思えないとのことで
あった。
　その他、競走馬で問題となる蹄葉炎治療につい
て先生が実践している各種の対処法の解説があっ
た。最新の治療方法として蹄匣バランスを重視し
た削蹄と蹄骨を支持するための装蹄では、蹄踵を
多削して蹄骨下縁角度（Palmar Angle）を0度とす
ることで、蹄骨先端の知覚組織の圧迫を減少させ、
上弯に加えて厚尾状蹄鉄を装着することで深屈腱
による蹄骨の牽引力を小さくする装蹄法や深屈腱
切断術時のデ・ローテーション処置（実技研修の項
で紹介）、最後に腱性突球について処置方法や理論
的な説明がなされた。
　蹄葉炎で蹄骨下縁角度が数十度も傾いてしまっ
た症例では、一般には蹄骨下縁角度をむりに元に
戻してはいけない。これは、蹄骨を牽引する深屈腱
の張力を増させないためである。しかし、切腱術

（深屈腱を切る）との併用で蹄骨下縁角度を０にす
ることに成功する。Palmar Angle０度が馬にとっ
て座りのいい蹄匣̶蹄骨相互位置関係であるのか
どうかは日本では確信がもたれていないため、今
後、国内で実践し、検証が必要な分野である。その
他、いくつもの症例について紹介されたが、ひとつ
ひとつの技術は奥が深いことからそれらの詳細は
別の機会に譲りたい。

◆実技研修（軽種馬生産技術総合研修センター：図
3、4）
テーマ；蹄葉炎、裂蹄などの装蹄療法

（午後：日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技
術総合研修センター）

デ・ローテーション
　主催者側で蹄葉炎を含めて成馬の異常肢蹄を5
脚準備し、それらの異常肢蹄へのモリソン先生の
考案したデ・ローテーション処置法のデモンスト
レーションがあった。本処置の主たる施術は切腱
術である。蹄骨を後下方に牽引する深屈腱の力を
無くすことで慢性蹄葉炎に特徴的な蹄骨変位を防
止し、蹄骨先端が軟組織を潰してしまうことで起
こる虚血状態を改善し、蹄内の血流を正常に近づ
ける。しかし、切腱術の実施後は肢蹄を後踏みする
度に浮尖（蹄尖の挙上）が起こって歩きづらい上
に、過剰に蹄踵を挫滅させてしまうことが多い。こ
れを予防するためにはデ・ローテーション処置が
有効とのことであった。
　その実践として、まず蹄葉炎になっている蹄の
X線検査を行い、Palmar Angleを確認後（図5）、前
処理として蹄踵部のみを削切（図6）、弾性のある
樹脂製アドバンス・クッション・サポート（以下
ACS）を蹄尖下面に厚く充填して蹄尖が蹄鉄より
持ち上がるように卵型連尾蹄鉄（エッグバー）を接
着装蹄するというものであった。気をつけること
は、蹄鉄を接着するエクイロックスの強度を高め
るために、エクイロックスをグラス・ファイバー・
クロスに練り込み、このエクイロックスが染み込

んだクロスを３重にして蹄鉄と蹄壁を接着する点
である（図7、8）。また、デ・ローテーション処置後
のX線検査では、Palmar Angle が0～3度になって
いることを確認するようにする（図9）。
　ここまでの装蹄では、蹄骨位置の整復は成立す
るが、蹄骨を挙上する深屈腱は処置前よりもはる
かに過緊張となって蹄骨を牽引する力が強くな
る。この段階で放置することは絶対にやってはい
けない。速やかに切腱術を立位のまま、あるいは全
身麻酔下で実施するようにとのことであった。ま
た、術後の飼養管理では、3～4日間は鎮痛消炎剤
を投与し、馬房内休養の上で、可能なかぎり早期か
ら曳き運動を行い、屈腱切断部の癒着や癒合を遅
延させるのが良いとのことであった。自由運動を

許してしまう放牧は、特殊蹄鉄装着中はすぐにし
ない方針のようであった。モリソン先生はどうし
ても放牧するなら9ｍ四方の小パドックに限定す
るよう指導していた。
　蹄葉炎の改善率は、通常の装蹄療法では25％だ

が、デ・ローテーション処置と切腱術の併用療法で
は40％を越えるとのことであった。ただ、深屈腱を
切れば全ての慢性蹄葉炎が治るということではな
いという注意喚起もあった。深屈腱切断で一時的に
楽になるが、その後の飼養管理や肢蹄管理が適切で
なければ予後は決してよくないのは、我々もしばし
ば経験している。その後の管理のポイントは、頻回
な観察とこまめな強制装蹄の修正だが、日本の生産
地の現状ではこれがなかなかできない現実もある。
難治性蹄病は牧場スタッフ・獣医師・装蹄師のそれ
ぞれが認識を共有することで結果が左右される。こ
れら三者に共通の優れた知識を普及させることは
極めて大切であるとの示唆があった。
キャスティング
　次に慢性蹄葉炎のギプス用キャスト（Cast）の蹄
への応用について説明があった。キャストは、これ
まで装蹄の世界では重要視されてこなかったが、
矯正装蹄できない変形蹄では蹄匣を補強する、蹄
形の崩れを予防するなどの観点から見直され始め
ている。このキャストの重要性を最初に説いたの
もモリソン先生達のグループだった。先生の説明
では、Distal limb castと呼ばれる球節直下から繋
部遠位までキャストを巻く手法が、蹄匣の形態を
維持するのに優れているとのことであった。また、
この時、底が丸くなるようにキャストを巻くこと
で蹄の反回が全方向に対して容易となり、力学的
ストレスを軽減することが可能との説明もいただ
いた。こうすることで、蹄の反回は可能なまま蹄関
節を固定でき、趾軸異常（球節以下の軸の異常）が
発生しにくいため馬は蹄の踏着が楽になる。また、
重度のローテーション型蹄葉炎では、デ･ローテー
ション装蹄後にキャスティングすることもあると
のことであった。
シンカー型蹄葉炎への対策
　蹄骨が蹄匣内で垂直下方に落ち込むいわゆるシ
ンカー型蹄葉炎では、よく感染が起こる。感染部位
は蹄冠真皮だったり蹄底真皮だったりするが、い
ずれにせよ放置すると必ず蹄骨の骨髄に達して難
治性となるから厄介である。よって、シンカー型蹄
葉炎では蹄の消毒と抗生物質軟膏を蹄匣の亀裂部
や蹄冠の潰瘍部に注入する必要があると指摘を受
けた。

　また、その他の補助対策として、キャスト装着も
有効とのことであった。キャスト装着前に、蹄底に
ACSを着けた後、チューブ状に編まれた包帯のよ
うなストッキネットと呼ばれる伸縮性ネットを蹄
に被せて、外科用フェルト（オルテックス）でキャ
スト端が当たる球節直下を保護して、さらにス
トッキネットを被せる。この施術はキャストを巻
いた後皮膚にキャストがあたって皮膚潰瘍ができ
る、屈腱炎を誘発するなどの思わぬ副作用を防止
する上で必要とのことであった。
　これら前処理の後、その上からグラスファイ
バー製のキャストを2本巻くようにしているとの
ことであった。キャストの底にはさらにエクイ
ロックスを軽くドーム状に充填して丸くする工夫
も必要である。通常飼育中でも馬は歩くが、歩いて
いるうちに蹄下面のキャストがいち早くすり減ら
ない工夫である。モリソン先生の豊富な経験では、
難治性進行性のシンカー型蹄葉炎の場合、キャス
ティングが最も安定した結果をもたらすと説明さ
れた。
裂蹄部へのワイヤー補強
　続いて、裂蹄に対するワイヤー締結法の説明
がった（図10）。蹄壁に自然な厚さが保持されて蹄
匣が強固なら、裂蹄周囲の蹄壁そのものにワイ
ヤーを通すことができる。蹄踵部など薄くて脆弱
な蹄壁の場合には、Cobra sox（コブラ・ソックス）
と呼ばれるカーボンとケブラー繊維を編み込んだ
クロスを細かく裁断してエクイロックスに混ぜ、
これを裂蹄部の両側に盛って、そのエクイロック
スにワイヤーを通す方法が良いとのことだった。
ケブラー繊維とは、アメリカでは消防士の着てい
る体熱防護服に使われている熱伝導性の低い、裂

けにくい素材である。裂蹄の亀裂内あるいは人工
的に亀裂を掘り起こした溝の中にはエクイロック
スが入らないように布テープを裏返して巻いたも
のを詰めておき、エクイロックスの充填が強くな
りすぎないようにするのが良いとのことであった

（図11）。

　また、ワイヤーの締め具合が肝心で、特に裂蹄が
古くなっていると、亀裂深部に軟組織による瘢痕
組織ができていることがあり、ワイヤーを締め過
ぎると痛みが出ることがあるので注意が必要との
ことであった。また、締め付け過ぎて蹄壁がさらに
裂けてしまうこともある。経験が必要なことであ
るが、気を付けながら裂け目が寄る程度に締める
と良い。その後、エクイロックスを染み込ませたコ
ブラ・ソックス（細かく裁断していないもの）を3
枚重ねて裂蹄上に貼り付けて補強していた。さら
に、水や油の侵入を予防するため、瞬間接着剤でエ
クイロックス全体をコーティングする念のいれよ
うだった（図12）。

◆おわりに
　以上、多くの技術について解説されたが、何時発
症するか分からないこれら蹄病に対して、常に特
殊な蹄鉄、工具、接着剤、その他の消耗品を準備し

ておくのは難しいのが生産地日高に居を構える装
蹄師の実状であろう。のみならず、症例の状態に合
わせて特殊な手技をいくつも実践するのはさらな
る困難を伴う。結果的には畜主に経済的負担を強
いることにもなり、これらの技術の実践そのもの
が課題であるかもしれない。だが、モリソン先生が
提唱していた「馬を第一に考え、馬のために何が良
いか、ベストかを考えて仕事をする」姿勢は捨てて
はならない心構えである。「できない」と諦めず、生
産地での装蹄がどこまでモリソン先生達の技術に
追いつけるのか、そして追い越すか挑戦する気概
をもつ装蹄師の皆さんが頼もしく見えた。
　今回は、より専門的な講演だったため、対象を獣
医師と装蹄師に限定させていただいた。にもかか
わらず、こちらの予想をはるかに上回る人数が集
まり、日本軽種馬協会が長年取り組んできた獣医
師と装蹄師のコラボレーション推進が浸透してき
たと言える。一昔前は、日高で装蹄師と獣医師が同
じテーマを聴講する、議論する、話題に出すことは
なかった。出席者の希望で予定時間をかなり越え
るボリュームでモリソン先生には指導していただ
いたが、この場を借りて謝辞を送らせていただく。
本講演会や実技研修会により、これから生産地の
蹄異常に対する向き合い方がさらに向上していく
ものと期待している。図10　裂蹄縫合用ワイヤー（Sound HorseのHoof 

Crack Suture Kit）
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◆はじめに
　2014年12月4日に北海道日高の静内エクリプ
スホテルと日本軽種馬協会；軽種馬生産技術総合
研修センターにて、蹄病治療および矯正装蹄に関
する研修会が実施された。本研修会は日本ウマ科
学会・北海道日高装蹄師会・日本軽種馬協会の共催
で、総合演題を「馬の蹄管理に関する講習会」と称
し、1部（午前）を座学として、2部（午後）を実技研
修とした内容であった。講師は、米国ケンタッキー
州Rood and Riddle Equine HospitalのDr. Scott 
Morrison氏（以下モリソン先生）。モリソン先生は、
東京で開催された日本ウマ科学会（会長：青木　
修）の学術集会で臨床委員会に招聘されたのに併
せて日高でもご講演いただいた。先生は過去2回、
日本軽種馬協会の軽種馬経営高度化指導研修事業
の日本装削蹄協会委託事業でも招聘を受けたこと
があったため、先生の技術の一部はすでに日高に
も普及していた。ところが、実際に症例に当たって
みると解らないことが沢山あることに気づいた装
蹄師および獣医師が多いのが現状であった。今回
の聴講者の多くは、もう一度モリソン先生のテク
ニックを学び直し、解らなかった問題に解決の糸
口を見つけようという意欲に満ちており、講演後
も絶え間なく質疑応答が繰り返された。モリソン
先生の御略歴および研修会の詳細を以下に記す。

◆講師紹介（日本ウマ科学会 第27回学術集会 講
演要旨集より）
　モリソン先生は、蹄病を専門とする装蹄獣医師、
すなわち装蹄師の資格をもった獣医師である。ま
た、勤務しているRood and Riddle Equine Hospital 

Podiatry Departmentでは経営者の一人として活
躍している。先生の管轄する蹄病課（Podiatry 
Department）は6名の装蹄獣医師、5名の装蹄師、2
名の造鉄師、数名のテクニシャンおよび事務員に
より構成されている。ケンタッキーという場所柄
か、サラブレッド種の競走馬、繁殖用馬、育成馬の
診療が多いが、乗用馬をはじめとして大型の馬車
馬やコンパニオン・アニマルであるポニーなど多
品種にわたる馬蹄疾患の対応に日々追われている
とのことだ。その豊富な症例数と柔軟な発想から、
これまでにない形状や機能をもった蹄鉄を開発し
たり、装蹄療法と獣医医療をミックスさせた優れ
た装蹄-獣医治療技術を編み出したりしながら、多
くの難治性蹄病を治療し、また新たにチャレンジ
している。現在アメリカ国内ばかりではなく、ドイ
ツ、フランス、オーストリア、イギリス、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、カナダ、ニュージーラン
ドなどで蹄病学についての講義や技術指導を依頼
され、のみならずアメリカ国内でもAAEP、North 
American Veterinary Conference、International 
Hoof Care Summitなどの学会でも積極的に発表
している。プライベートでは乗馬やポロ競技を趣
味としており、それらで用いる馬を自ら調教し、ポ
ロ競技では選手としても実績のあるホースマンで
ある。以下に、先生のご経歴を簡単に列挙する。
＜経歴＞
1990-1995　バージニア工科大学
1995-1999　バージニア・メリーランド獣医科大学
1999-2000　Rood and Riddle Equine Hospital ：
　　　　　　 インターンシップ
2000-現在　  Rood and Riddle Equine Hospital ：

　　　　　　 蹄病センター代表
＜表彰＞
2006　International Hoof Care Summit
　　　 優秀指導者
2006　The International Equine Veterinarian
　　　 殿堂入り
2008　North American Veterinary Conference
　　　 年度優秀発表者

◆参加者
教育公開講座：装蹄師42名、獣医師他89名、計131名

◆教育公開講座（静内エクリプスホテル：図1、2）
演題名：肢蹄管理に関するケンタッキーの最新情報
　装蹄師と獣医師を対象に、研修日の午前中に上
記テーマの講演会が実施された。これは、モリソン
先生の護蹄および装蹄療法に対する考え方を知る
ことで午後からの実技研修をより有意義なものに
し、効率よく技術の向上に努めることができると
いう配慮から行われたものであった。
　本講演では、最初にRood and Riddle Equine 
Hospital Podiatry Departmentの施設、スタッフ、
動物への倫理、総括的な治療技術、年間の症例数な
どについて紹介があった。モリソン先生自らが撮
りためた写真や動画を使って、繁殖牧場での仕事、
入院症例、ショーホース蹄の問題、緊急症例の実
際、往診でのトラブルなどについて示唆的な解説
や助言があり興味深かった。
　また、当歳馬の肢軸異常についての解説では、X
脚やO脚、球節以下の軸が内側に曲がっている球

節内反、屈腱弛緩や拘縮の対処では、アルミニウム
プレートやポリウレタン蹄鉄を応用した矯正装蹄
が外科的な手術に優先されて実施されていた。問
題なのは、肢軸異常矯正の適正な開始時期、その臨
床経過のとらえ方、副作用的に起こる蹄変形につ
いて知っておかないと、そのまま装蹄療法のみで
対応していっていいものか、あるいは獣医師に委
ねて骨や腱靱帯に手を加えた手術を適応すべきか
判断がつかない点にある。これらのことから、装蹄
療法の限界と獣医医療の効果については、装蹄師
も獣医師も相互に情報交換が必要だと指摘され
た。
　後天性Club Footについては、蹄尖部の張出しや
ヒールアップの時期について、あるいは深屈腱支
持靭帯切断術症例について術前/術後の経過を
追っての解説があった。生産地現場でよく話され
ることだが、子馬では蹄変形と肢勢との関係を良
く見極め、可能なかぎり早期に適切な対応を臨機
応変に実施すべきだというモリソン先生の指導は
大変参考になった。
　さらに、Podiatry Centerが得意とする特殊技術
として、ホスピタルプレートの摘要、症例に合わせ
て作製するシガフース蹄鉄（蹄壁接着蹄鉄）、マ
ゴットセラピー（医療用無菌ハエ幼虫療法）、掌側
指静脈を投与経路とする幹細胞治療、蹄の抗菌薬
投与法である肢端局所灌流法(Regional Limb 
Perfusion)、骨折用キャストを応用した蹄壁固定技
術であるフーフ・キャスティング、蹄壁再生の促進
効果を狙ったレーザー治療の説明もあった。
　近年、獣医医療で注目されている幹細胞治療に

ついては、蹄への効果は学術的に検証するのが難
しいということで、アカデミックな効果判定はで
きていないらしい。ただ、彼らの経験として、種々
の装蹄療法とこれまでの獣医医療をミックスした
治療で直せなかった症例に効果があることから、
幹細胞治療が無価値だとは思えないとのことで
あった。
　その他、競走馬で問題となる蹄葉炎治療につい
て先生が実践している各種の対処法の解説があっ
た。最新の治療方法として蹄匣バランスを重視し
た削蹄と蹄骨を支持するための装蹄では、蹄踵を
多削して蹄骨下縁角度（Palmar Angle）を0度とす
ることで、蹄骨先端の知覚組織の圧迫を減少させ、
上弯に加えて厚尾状蹄鉄を装着することで深屈腱
による蹄骨の牽引力を小さくする装蹄法や深屈腱
切断術時のデ・ローテーション処置（実技研修の項
で紹介）、最後に腱性突球について処置方法や理論
的な説明がなされた。
　蹄葉炎で蹄骨下縁角度が数十度も傾いてしまっ
た症例では、一般には蹄骨下縁角度をむりに元に
戻してはいけない。これは、蹄骨を牽引する深屈腱
の張力を増させないためである。しかし、切腱術

（深屈腱を切る）との併用で蹄骨下縁角度を０にす
ることに成功する。Palmar Angle０度が馬にとっ
て座りのいい蹄匣̶蹄骨相互位置関係であるのか
どうかは日本では確信がもたれていないため、今
後、国内で実践し、検証が必要な分野である。その
他、いくつもの症例について紹介されたが、ひとつ
ひとつの技術は奥が深いことからそれらの詳細は
別の機会に譲りたい。

◆実技研修（軽種馬生産技術総合研修センター：図
3、4）
テーマ；蹄葉炎、裂蹄などの装蹄療法

（午後：日本軽種馬協会 静内種馬場 軽種馬生産技
術総合研修センター）

デ・ローテーション
　主催者側で蹄葉炎を含めて成馬の異常肢蹄を5
脚準備し、それらの異常肢蹄へのモリソン先生の
考案したデ・ローテーション処置法のデモンスト
レーションがあった。本処置の主たる施術は切腱
術である。蹄骨を後下方に牽引する深屈腱の力を
無くすことで慢性蹄葉炎に特徴的な蹄骨変位を防
止し、蹄骨先端が軟組織を潰してしまうことで起
こる虚血状態を改善し、蹄内の血流を正常に近づ
ける。しかし、切腱術の実施後は肢蹄を後踏みする
度に浮尖（蹄尖の挙上）が起こって歩きづらい上
に、過剰に蹄踵を挫滅させてしまうことが多い。こ
れを予防するためにはデ・ローテーション処置が
有効とのことであった。
　その実践として、まず蹄葉炎になっている蹄の
X線検査を行い、Palmar Angleを確認後（図5）、前
処理として蹄踵部のみを削切（図6）、弾性のある
樹脂製アドバンス・クッション・サポート（以下
ACS）を蹄尖下面に厚く充填して蹄尖が蹄鉄より
持ち上がるように卵型連尾蹄鉄（エッグバー）を接
着装蹄するというものであった。気をつけること
は、蹄鉄を接着するエクイロックスの強度を高め
るために、エクイロックスをグラス・ファイバー・
クロスに練り込み、このエクイロックスが染み込

んだクロスを３重にして蹄鉄と蹄壁を接着する点
である（図7、8）。また、デ・ローテーション処置後
のX線検査では、Palmar Angle が0～3度になって
いることを確認するようにする（図9）。
　ここまでの装蹄では、蹄骨位置の整復は成立す
るが、蹄骨を挙上する深屈腱は処置前よりもはる
かに過緊張となって蹄骨を牽引する力が強くな
る。この段階で放置することは絶対にやってはい
けない。速やかに切腱術を立位のまま、あるいは全
身麻酔下で実施するようにとのことであった。ま
た、術後の飼養管理では、3～4日間は鎮痛消炎剤
を投与し、馬房内休養の上で、可能なかぎり早期か
ら曳き運動を行い、屈腱切断部の癒着や癒合を遅
延させるのが良いとのことであった。自由運動を

許してしまう放牧は、特殊蹄鉄装着中はすぐにし
ない方針のようであった。モリソン先生はどうし
ても放牧するなら9ｍ四方の小パドックに限定す
るよう指導していた。
　蹄葉炎の改善率は、通常の装蹄療法では25％だ

が、デ・ローテーション処置と切腱術の併用療法で
は40％を越えるとのことであった。ただ、深屈腱を
切れば全ての慢性蹄葉炎が治るということではな
いという注意喚起もあった。深屈腱切断で一時的に
楽になるが、その後の飼養管理や肢蹄管理が適切で
なければ予後は決してよくないのは、我々もしばし
ば経験している。その後の管理のポイントは、頻回
な観察とこまめな強制装蹄の修正だが、日本の生産
地の現状ではこれがなかなかできない現実もある。
難治性蹄病は牧場スタッフ・獣医師・装蹄師のそれ
ぞれが認識を共有することで結果が左右される。こ
れら三者に共通の優れた知識を普及させることは
極めて大切であるとの示唆があった。
キャスティング
　次に慢性蹄葉炎のギプス用キャスト（Cast）の蹄
への応用について説明があった。キャストは、これ
まで装蹄の世界では重要視されてこなかったが、
矯正装蹄できない変形蹄では蹄匣を補強する、蹄
形の崩れを予防するなどの観点から見直され始め
ている。このキャストの重要性を最初に説いたの
もモリソン先生達のグループだった。先生の説明
では、Distal limb castと呼ばれる球節直下から繋
部遠位までキャストを巻く手法が、蹄匣の形態を
維持するのに優れているとのことであった。また、
この時、底が丸くなるようにキャストを巻くこと
で蹄の反回が全方向に対して容易となり、力学的
ストレスを軽減することが可能との説明もいただ
いた。こうすることで、蹄の反回は可能なまま蹄関
節を固定でき、趾軸異常（球節以下の軸の異常）が
発生しにくいため馬は蹄の踏着が楽になる。また、
重度のローテーション型蹄葉炎では、デ･ローテー
ション装蹄後にキャスティングすることもあると
のことであった。
シンカー型蹄葉炎への対策
　蹄骨が蹄匣内で垂直下方に落ち込むいわゆるシ
ンカー型蹄葉炎では、よく感染が起こる。感染部位
は蹄冠真皮だったり蹄底真皮だったりするが、い
ずれにせよ放置すると必ず蹄骨の骨髄に達して難
治性となるから厄介である。よって、シンカー型蹄
葉炎では蹄の消毒と抗生物質軟膏を蹄匣の亀裂部
や蹄冠の潰瘍部に注入する必要があると指摘を受
けた。

　また、その他の補助対策として、キャスト装着も
有効とのことであった。キャスト装着前に、蹄底に
ACSを着けた後、チューブ状に編まれた包帯のよ
うなストッキネットと呼ばれる伸縮性ネットを蹄
に被せて、外科用フェルト（オルテックス）でキャ
スト端が当たる球節直下を保護して、さらにス
トッキネットを被せる。この施術はキャストを巻
いた後皮膚にキャストがあたって皮膚潰瘍ができ
る、屈腱炎を誘発するなどの思わぬ副作用を防止
する上で必要とのことであった。
　これら前処理の後、その上からグラスファイ
バー製のキャストを2本巻くようにしているとの
ことであった。キャストの底にはさらにエクイ
ロックスを軽くドーム状に充填して丸くする工夫
も必要である。通常飼育中でも馬は歩くが、歩いて
いるうちに蹄下面のキャストがいち早くすり減ら
ない工夫である。モリソン先生の豊富な経験では、
難治性進行性のシンカー型蹄葉炎の場合、キャス
ティングが最も安定した結果をもたらすと説明さ
れた。
裂蹄部へのワイヤー補強
　続いて、裂蹄に対するワイヤー締結法の説明
がった（図10）。蹄壁に自然な厚さが保持されて蹄
匣が強固なら、裂蹄周囲の蹄壁そのものにワイ
ヤーを通すことができる。蹄踵部など薄くて脆弱
な蹄壁の場合には、Cobra sox（コブラ・ソックス）
と呼ばれるカーボンとケブラー繊維を編み込んだ
クロスを細かく裁断してエクイロックスに混ぜ、
これを裂蹄部の両側に盛って、そのエクイロック
スにワイヤーを通す方法が良いとのことだった。
ケブラー繊維とは、アメリカでは消防士の着てい
る体熱防護服に使われている熱伝導性の低い、裂

けにくい素材である。裂蹄の亀裂内あるいは人工
的に亀裂を掘り起こした溝の中にはエクイロック
スが入らないように布テープを裏返して巻いたも
のを詰めておき、エクイロックスの充填が強くな
りすぎないようにするのが良いとのことであった

（図11）。

　また、ワイヤーの締め具合が肝心で、特に裂蹄が
古くなっていると、亀裂深部に軟組織による瘢痕
組織ができていることがあり、ワイヤーを締め過
ぎると痛みが出ることがあるので注意が必要との
ことであった。また、締め付け過ぎて蹄壁がさらに
裂けてしまうこともある。経験が必要なことであ
るが、気を付けながら裂け目が寄る程度に締める
と良い。その後、エクイロックスを染み込ませたコ
ブラ・ソックス（細かく裁断していないもの）を3
枚重ねて裂蹄上に貼り付けて補強していた。さら
に、水や油の侵入を予防するため、瞬間接着剤でエ
クイロックス全体をコーティングする念のいれよ
うだった（図12）。

◆おわりに
　以上、多くの技術について解説されたが、何時発
症するか分からないこれら蹄病に対して、常に特
殊な蹄鉄、工具、接着剤、その他の消耗品を準備し

ておくのは難しいのが生産地日高に居を構える装
蹄師の実状であろう。のみならず、症例の状態に合
わせて特殊な手技をいくつも実践するのはさらな
る困難を伴う。結果的には畜主に経済的負担を強
いることにもなり、これらの技術の実践そのもの
が課題であるかもしれない。だが、モリソン先生が
提唱していた「馬を第一に考え、馬のために何が良
いか、ベストかを考えて仕事をする」姿勢は捨てて
はならない心構えである。「できない」と諦めず、生
産地での装蹄がどこまでモリソン先生達の技術に
追いつけるのか、そして追い越すか挑戦する気概
をもつ装蹄師の皆さんが頼もしく見えた。
　今回は、より専門的な講演だったため、対象を獣
医師と装蹄師に限定させていただいた。にもかか
わらず、こちらの予想をはるかに上回る人数が集
まり、日本軽種馬協会が長年取り組んできた獣医
師と装蹄師のコラボレーション推進が浸透してき
たと言える。一昔前は、日高で装蹄師と獣医師が同
じテーマを聴講する、議論する、話題に出すことは
なかった。出席者の希望で予定時間をかなり越え
るボリュームでモリソン先生には指導していただ
いたが、この場を借りて謝辞を送らせていただく。
本講演会や実技研修会により、これから生産地の
蹄異常に対する向き合い方がさらに向上していく
ものと期待している。

図11　蹄踵壁は薄いので、裂蹄に沿ってエクイ
ロックスを両脇に充填し、ワイヤーを通すための
土台を作り、その土台にワイヤーを通す穴を
リューターであける。次に、裂部に直接エクイロッ
クスが当たらないよう布テープを挿入し、両側か
らワイヤーを通して締め、裂部の長さに合わせて
写真で示した下方にも同じ作業を行い2段とした。

図12　患部補強のために、エクイロックスを塗っ
たCobra soxを3枚重ねて貼り付けて補強する。さ
らに、水や油の侵入予防のため、瞬間接着剤でエク
イロックス全体をコーティングした。



（223）

特 別 記 事

はじめに
　これまで香港には獣医系大学が設置されていな
かったため、香港内の動物病院はイギリスなど欧
米出身者が獣医療を担ってきた。2013年、香港城
市大学（City University of Hong Kong）は獣医師養
成学部を設立するためにアメリカのコーネル大学
と教育連携を締結し、教育カリキュラム、施設、教
員雇用、プログラムのマネージメントなどのデザ
インを委託した。この契約は2023年まで継続する
ことになっており、香港城市大学獣医学部卒業生
にはアメリカ国内での活躍の機会が与えられる予
定になっている。今回、香港城市大学においてコー
ネル大学との連携による卒後教育プログラムとし
て開催されたAOVET　Course（Advances in 
Equine Fracture Management、2015年3月20日－
24日、5日間）に参加し、香港城市大学の関係者と
教育連携の現状について会談を行ったので、その
概要を報告する。

香港城市大学の学部教育
　香港城市大学で設置する獣医学部は、日本と同
様の6年制で定員50名を予定している（2015年3
月現在、図１、２）。教育プログラムはコーネル大学
の指導のもと6年間を12 Semesters（学期）に区分
し、Semesters 1-3では基礎科学、Semesters 4-6で
は前臨床獣医学、Semesters 7-8ではアドバンスト
型獣医臨床コース、Semesters 9-12ではHands-on

（体験学習）臨床トレーニングを実施する。香港城
市大学内には動物病院が設置されないため、臨床
実習の多くは外部の診療施設[小動物病院、香港
ジョッキークラブ（競馬開催主催者）、牛農場施設

など]を予定している。特に、香港ジョッキークラ
ブ競馬場全体で約1,200頭の競走馬を24名の調教
師が管理している。競馬場内の診療施設にはト
レッドミル、枠場、手術室、内視鏡、大型X線撮影装
置、シンチグラフィー、超音波診断装置などを備え
ており、年間約100件の手術が行われている（図

３）。獣医師は約10名が在籍しており、イギリス、
オーストラリア、ニュージーランド、ドイツなど欧
州や豪州出身者で構成されている。香港城市大学
のEquine Clinicの臨床実習は、香港ジョッキーク
ラブ馬診療施設を用いて行われる予定である。

　獣医学部の教員（2015年3月現在、16名が在籍）
は米国やイギリスの獣医大学などで学位を取得し
た研究者が雇用されている。しかし、香港城市大学
では2013年設置予定の獣医学部のスタートが、香
港の中国返還に伴う政府の許認可の問題から遅延
しており、修士、博士、卒後教育を先に始動してい
るため、獣医学部生の入学は2015年9月にずれ込
む他、臨床系教員の採用も進行中である。
　2015年3月現在、香港城市大学ではコーネル大
学との教育連携として、獣医師の卒後教育に着手
している。2014年8月には米国大学出身の教員が
中心となって、細胞学および腫瘍学に関する
Professional Programmeを開催し、香港市内獣医
師30名が参加している。また、2014年9月には
コーネル大学から小動物外科教授の林慶先生を招
聘し、香港小動物病院開業獣医師40名を対象に整
形外科のProfessional Programme（実際の動物材
料を用いたWet Lab形式の実習）を開催した。続い
て、2015年3月には獣医整形外科領域の専門プロ
グラムであるAO VET Course（Advances in Equine 
Fracture Management)を開催し、アジア、オセアニ
ア、ヨーロッパ地域の馬外科専門獣医師（32名）が
参加した（図４）。

香港城市大学の卒後教育（AO VET Course）
　AO VETのAO (Arbei tsgemeinschaf t  für  
Osteosynthesefragen) とは、1958 年にスイスの
13 名の外科医によって創設された骨折治療に関
する研究グループの名称であり、国際的、外科的お
よび科学的な研究財団として、全世界 において
12,000人以上の外科医や獣医師が所属する学術
的組織である。AOVET は、2007年にAOTrauma

（外傷）、AOSpine（脊椎）、AOCMF（顎顔面）と並び、
AO Foundation のSpecialty の1つとして承認さ
れ、より高度で専門的な外傷治療を目指す獣医師
に臨床、教育ならびに交流の場を提供している。
AO VETのプログラムは、骨折治療の基本原理を扱
うPrinciple、テーマ別のAdvances、さらに上級者
向けのMastersから構成されており、各ステージを
順番に受講することを原則としている。今回のプ
ログラム（Advances course）はアジアならびにオ
セアニア地区の馬外科専門獣医師を対象に開催さ
れたが、Advances courseの開催場所が限られるた
め、日本、インド、タイ、マレーシア、香港、台湾、
オーストラリア、ニュージーランドなどに加えて
イギリスやトルコなどの参加者もみうけられた。
今回のAOVET　Course（Advances in Equine 
Fracture Management）では、Chairpersonsとして
Prof. Jorg Auer（スイス　チューリッヒ大学）なら
びにDr. Christoper Riggs（香港ジョッキークラブ）
が中心となり、Prof. Alan Nixon（コーネル大学）、 
Prof. Dean Richardson（ペンシルバニア大学New 

Bolton Center）、 Dr. Alan Ruggles（アメリカRood 
and Riddle Equine Hospital）らが講師として講義
および実習を担当した。2015年3月20日－24日（5
日間）の日程で、香港城市大学の講義室を会場とし
て使用して27プログラムの講義、11プログラムの
実習およびCase Discussionが行われた。Advances
のプログラムはPrincipleの内容を踏襲したもの
で、より高度の技術を要求される内容となってい
た。特に、実習内容は、尺骨骨折（タイプII）固定、第
一指骨複骨折のLag法による固定、第三中手骨骨幹
部骨折固定、Lag法と4.5/5 mm　LCP固定、第三中
手骨複骨折（3骨片）へのLCP固定、橈骨骨折への
LCPおよびDCS固定、中手指節間関節へのLCP関節
固定、遠位指節間関節へのダブルLCP関節固定な

どが含まれていた。今後、2016年に香港城市大学
ではコーネル大学との教育連携の卒後教育プログ
ラムとしてAOVET　Course（Masters in Foal 
Fracture Management）の開催が予定されている。
MastersプログラムはAO財団の拠点であるスイス
で開催されることが多いため、香港での開催はア
ジアならびにオセアニア地域の獣医師にはアクセ
スしやすいと思われる。AOVET　Courseの情報は
AO VETのホームページ内の Educational Events

（https://aovet.aofoundation.org/Structure/educat
ion/educational-events/Pages/ecucational-events.
aspx）に掲載されているので、希望者は参考にされ
たい。

香港城市大学（City University of Hong Kong）と
コーネル大学との獣医学教育連携の現状

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門　佐々木直樹

図１　香港城市大学
University of Hong Kong（香港城市大学）は、香港の九龍に本部
を置く香港の公立大学である。

図２　授業の様子
香港城市大学では、日常会話は中国語を用いるが、授業は英語
で行われている。
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はじめに
　これまで香港には獣医系大学が設置されていな
かったため、香港内の動物病院はイギリスなど欧
米出身者が獣医療を担ってきた。2013年、香港城
市大学（City University of Hong Kong）は獣医師養
成学部を設立するためにアメリカのコーネル大学
と教育連携を締結し、教育カリキュラム、施設、教
員雇用、プログラムのマネージメントなどのデザ
インを委託した。この契約は2023年まで継続する
ことになっており、香港城市大学獣医学部卒業生
にはアメリカ国内での活躍の機会が与えられる予
定になっている。今回、香港城市大学においてコー
ネル大学との連携による卒後教育プログラムとし
て開催されたAOVET　Course（Advances in 
Equine Fracture Management、2015年3月20日－
24日、5日間）に参加し、香港城市大学の関係者と
教育連携の現状について会談を行ったので、その
概要を報告する。

香港城市大学の学部教育
　香港城市大学で設置する獣医学部は、日本と同
様の6年制で定員50名を予定している（2015年3
月現在、図１、２）。教育プログラムはコーネル大学
の指導のもと6年間を12 Semesters（学期）に区分
し、Semesters 1-3では基礎科学、Semesters 4-6で
は前臨床獣医学、Semesters 7-8ではアドバンスト
型獣医臨床コース、Semesters 9-12ではHands-on

（体験学習）臨床トレーニングを実施する。香港城
市大学内には動物病院が設置されないため、臨床
実習の多くは外部の診療施設[小動物病院、香港
ジョッキークラブ（競馬開催主催者）、牛農場施設

など]を予定している。特に、香港ジョッキークラ
ブ競馬場全体で約1,200頭の競走馬を24名の調教
師が管理している。競馬場内の診療施設にはト
レッドミル、枠場、手術室、内視鏡、大型X線撮影装
置、シンチグラフィー、超音波診断装置などを備え
ており、年間約100件の手術が行われている（図

３）。獣医師は約10名が在籍しており、イギリス、
オーストラリア、ニュージーランド、ドイツなど欧
州や豪州出身者で構成されている。香港城市大学
のEquine Clinicの臨床実習は、香港ジョッキーク
ラブ馬診療施設を用いて行われる予定である。

　獣医学部の教員（2015年3月現在、16名が在籍）
は米国やイギリスの獣医大学などで学位を取得し
た研究者が雇用されている。しかし、香港城市大学
では2013年設置予定の獣医学部のスタートが、香
港の中国返還に伴う政府の許認可の問題から遅延
しており、修士、博士、卒後教育を先に始動してい
るため、獣医学部生の入学は2015年9月にずれ込
む他、臨床系教員の採用も進行中である。
　2015年3月現在、香港城市大学ではコーネル大
学との教育連携として、獣医師の卒後教育に着手
している。2014年8月には米国大学出身の教員が
中心となって、細胞学および腫瘍学に関する
Professional Programmeを開催し、香港市内獣医
師30名が参加している。また、2014年9月には
コーネル大学から小動物外科教授の林慶先生を招
聘し、香港小動物病院開業獣医師40名を対象に整
形外科のProfessional Programme（実際の動物材
料を用いたWet Lab形式の実習）を開催した。続い
て、2015年3月には獣医整形外科領域の専門プロ
グラムであるAO VET Course（Advances in Equine 
Fracture Management)を開催し、アジア、オセアニ
ア、ヨーロッパ地域の馬外科専門獣医師（32名）が
参加した（図４）。

香港城市大学の卒後教育（AO VET Course）
　AO VETのAO (Arbei tsgemeinschaf t  für  
Osteosynthesefragen) とは、1958 年にスイスの
13 名の外科医によって創設された骨折治療に関
する研究グループの名称であり、国際的、外科的お
よび科学的な研究財団として、全世界 において
12,000人以上の外科医や獣医師が所属する学術
的組織である。AOVET は、2007年にAOTrauma

（外傷）、AOSpine（脊椎）、AOCMF（顎顔面）と並び、
AO Foundation のSpecialty の1つとして承認さ
れ、より高度で専門的な外傷治療を目指す獣医師
に臨床、教育ならびに交流の場を提供している。
AO VETのプログラムは、骨折治療の基本原理を扱
うPrinciple、テーマ別のAdvances、さらに上級者
向けのMastersから構成されており、各ステージを
順番に受講することを原則としている。今回のプ
ログラム（Advances course）はアジアならびにオ
セアニア地区の馬外科専門獣医師を対象に開催さ
れたが、Advances courseの開催場所が限られるた
め、日本、インド、タイ、マレーシア、香港、台湾、
オーストラリア、ニュージーランドなどに加えて
イギリスやトルコなどの参加者もみうけられた。
今回のAOVET　Course（Advances in Equine 
Fracture Management）では、Chairpersonsとして
Prof. Jorg Auer（スイス　チューリッヒ大学）なら
びにDr. Christoper Riggs（香港ジョッキークラブ）
が中心となり、Prof. Alan Nixon（コーネル大学）、 
Prof. Dean Richardson（ペンシルバニア大学New 

Bolton Center）、 Dr. Alan Ruggles（アメリカRood 
and Riddle Equine Hospital）らが講師として講義
および実習を担当した。2015年3月20日－24日（5
日間）の日程で、香港城市大学の講義室を会場とし
て使用して27プログラムの講義、11プログラムの
実習およびCase Discussionが行われた。Advances
のプログラムはPrincipleの内容を踏襲したもの
で、より高度の技術を要求される内容となってい
た。特に、実習内容は、尺骨骨折（タイプII）固定、第
一指骨複骨折のLag法による固定、第三中手骨骨幹
部骨折固定、Lag法と4.5/5 mm　LCP固定、第三中
手骨複骨折（3骨片）へのLCP固定、橈骨骨折への
LCPおよびDCS固定、中手指節間関節へのLCP関節
固定、遠位指節間関節へのダブルLCP関節固定な

どが含まれていた。今後、2016年に香港城市大学
ではコーネル大学との教育連携の卒後教育プログ
ラムとしてAOVET　Course（Masters in Foal 
Fracture Management）の開催が予定されている。
MastersプログラムはAO財団の拠点であるスイス
で開催されることが多いため、香港での開催はア
ジアならびにオセアニア地域の獣医師にはアクセ
スしやすいと思われる。AOVET　Courseの情報は
AO VETのホームページ内の Educational Events

（https://aovet.aofoundation.org/Structure/educat
ion/educational-events/Pages/ecucational-events.
aspx）に掲載されているので、希望者は参考にされ
たい。

図３　香港ジョッキークラブ馬診療施設
香港城市大学のEquine Clinicの臨床実習は、香港ジョッキーク
ラブ馬診療施設を用いて行われる予定である。

図４　AOVET　Course（Advances in Equine Fracture Management）
日本、インド、タイ、マレーシア、香港、台湾、オーストラリア、
ニュージーランドなどに加えてイギリスやトルコなどの参加
者もみうけられた。
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州や豪州出身者で構成されている。香港城市大学
のEquine Clinicの臨床実習は、香港ジョッキーク
ラブ馬診療施設を用いて行われる予定である。

　獣医学部の教員（2015年3月現在、16名が在籍）
は米国やイギリスの獣医大学などで学位を取得し
た研究者が雇用されている。しかし、香港城市大学
では2013年設置予定の獣医学部のスタートが、香
港の中国返還に伴う政府の許認可の問題から遅延
しており、修士、博士、卒後教育を先に始動してい
るため、獣医学部生の入学は2015年9月にずれ込
む他、臨床系教員の採用も進行中である。
　2015年3月現在、香港城市大学ではコーネル大
学との教育連携として、獣医師の卒後教育に着手
している。2014年8月には米国大学出身の教員が
中心となって、細胞学および腫瘍学に関する
Professional Programmeを開催し、香港市内獣医
師30名が参加している。また、2014年9月には
コーネル大学から小動物外科教授の林慶先生を招
聘し、香港小動物病院開業獣医師40名を対象に整
形外科のProfessional Programme（実際の動物材
料を用いたWet Lab形式の実習）を開催した。続い
て、2015年3月には獣医整形外科領域の専門プロ
グラムであるAO VET Course（Advances in Equine 
Fracture Management)を開催し、アジア、オセアニ
ア、ヨーロッパ地域の馬外科専門獣医師（32名）が
参加した（図４）。

香港城市大学の卒後教育（AO VET Course）
　AO VETのAO (Arbei tsgemeinschaf t  für  
Osteosynthesefragen) とは、1958 年にスイスの
13 名の外科医によって創設された骨折治療に関
する研究グループの名称であり、国際的、外科的お
よび科学的な研究財団として、全世界 において
12,000人以上の外科医や獣医師が所属する学術
的組織である。AOVET は、2007年にAOTrauma

（外傷）、AOSpine（脊椎）、AOCMF（顎顔面）と並び、
AO Foundation のSpecialty の1つとして承認さ
れ、より高度で専門的な外傷治療を目指す獣医師
に臨床、教育ならびに交流の場を提供している。
AO VETのプログラムは、骨折治療の基本原理を扱
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れたが、Advances courseの開催場所が限られるた
め、日本、インド、タイ、マレーシア、香港、台湾、
オーストラリア、ニュージーランドなどに加えて
イギリスやトルコなどの参加者もみうけられた。
今回のAOVET　Course（Advances in Equine 
Fracture Management）では、Chairpersonsとして
Prof. Jorg Auer（スイス　チューリッヒ大学）なら
びにDr. Christoper Riggs（香港ジョッキークラブ）
が中心となり、Prof. Alan Nixon（コーネル大学）、 
Prof. Dean Richardson（ペンシルバニア大学New 

Bolton Center）、 Dr. Alan Ruggles（アメリカRood 
and Riddle Equine Hospital）らが講師として講義
および実習を担当した。2015年3月20日－24日（5
日間）の日程で、香港城市大学の講義室を会場とし
て使用して27プログラムの講義、11プログラムの
実習およびCase Discussionが行われた。Advances
のプログラムはPrincipleの内容を踏襲したもの
で、より高度の技術を要求される内容となってい
た。特に、実習内容は、尺骨骨折（タイプII）固定、第
一指骨複骨折のLag法による固定、第三中手骨骨幹
部骨折固定、Lag法と4.5/5 mm　LCP固定、第三中
手骨複骨折（3骨片）へのLCP固定、橈骨骨折への
LCPおよびDCS固定、中手指節間関節へのLCP関節
固定、遠位指節間関節へのダブルLCP関節固定な

どが含まれていた。今後、2016年に香港城市大学
ではコーネル大学との教育連携の卒後教育プログ
ラムとしてAOVET　Course（Masters in Foal 
Fracture Management）の開催が予定されている。
MastersプログラムはAO財団の拠点であるスイス
で開催されることが多いため、香港での開催はア
ジアならびにオセアニア地域の獣医師にはアクセ
スしやすいと思われる。AOVET　Courseの情報は
AO VETのホームページ内の Educational Events

（https://aovet.aofoundation.org/Structure/educat
ion/educational-events/Pages/ecucational-events.
aspx）に掲載されているので、希望者は参考にされ
たい。
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　入院が必要なウマに対して、我々は可能な限り
最高の管理を期待する。しかし、ヒトの病院と同様
に、入院馬を安全にかつ健康的に管理するために
は様々な課題がある。その一つに挙げられるのは、
院内感染への対策である。ヒトの病院では、患者の
5%が医療関連感染症に罹患すると推定されてい
る。我々は、ウマでも同程度の発生があるだろうと
推測している。
　まず、いくつかの重要な問題を念頭に置かなけ
ればならない。日和見感染症の原因微生物（細菌、
真菌およびウイルス）は、入院馬に影響を及ぼすこ
とがある。これらのバグ（bug：虫や微生物の俗な
呼称）の多くは、たった1頭の入院馬によって持ち
こまれ、その馬に病気を起こさないまま、院内にば
ら撒かれる可能性がある。そして、診断・治療機器
やその他の器材を汚染していく。また、臨床症状を
呈する前の潜伏期間中に、微生物を周囲にばら撒
いている動物もいるであろう。これらのことから、
病院のあらゆる場所の日常的な清掃、消毒および
手指衛生の徹底が必要であると強調しておく。 
　二つ目に、どんなに最善をつくしても、院内感染
が起こることがある。ウマの病院は、ヒトの病院と
は異なる。干し草や埃があり、馬房は木材とコンク
リートでできている。ウマは、体が大きく（1,200
ポンド（545 kg）以上）、密集した被毛で覆われて
おり、さらに1日当たり50 ポンド（23 kg）の糞尿
を排泄する。床や壁などほとんどの表面が簡単に
清掃、消毒できるヒトの病院でさえ、感染症のコン
トロールは一つの課題である。ウマの入院の際に
は、常に院内感染症のリスクがつきまとう。ウマに
よっては免疫が低下しており、より日和見感染症
のリスクにさらされる。そのため、獣医師は、すべ
ての入院馬に潜在的リスクがあることを説明する
必要がある。通常、入院馬のオーナーには、入院お
よび退院時に医療関連感染症の可能性について説

明がなされる。 
　さらに、今やウマに対しても実施できるように
なった高度かつ集中的な治療に対しても考慮しな
くてはならない。これらには、長期間に亘る経静脈
療法、酸素吸入や機械的人工換気法など、重篤な患
馬に対して用いられるいくつかの先進的な治療法
が含まれる。患馬の入院が長期化すればするほど、
日和見感染症に罹患する可能性は大きくなってい
く。 
　院内感染の対策にはコストがかかる。最近の調
査では、38の大学の動物病院のうち31の病院で、
調査までの5年間に院内感染症が発生したと報告
した。なかには病院を閉鎖した事例もあった。その
ため、多くのウマの病院では、環境汚染の可能性を
減らすための手順書を作成し、厳格な隔離と検疫
手順を遵守している。これらの方針は、オーナーの
来院時に一定の制限を与えるかもしれないが、尊
重すべきである。オーナーは、他の入院馬との接触
を控え、衣服、手指および履物を介して病院の環境
中あるいは他のウマへ、院内感染の原因となりう
る病原体を持ち込む可能性があることを認識しな
くてはならない。防疫対策の一環として、オーナー
は、入院馬の見舞いの際に、防護服、シューズカ
バー、手袋等の着用を求められることがある。
　総括すると、病院内に潜んでいるリスクの認識、
適切な清掃および消毒作業の実施、そして適切な
手指の衛生管理の実践により、院内感染症を減ら
すことができる。オーナーは、これらのリスクを認
識し、さらに自身の牧場においても病原体の拡散
を抑制するための防疫対策を改善する必要があ
る。

連絡先：
D r .  J e ff  B e n d e r ,  ( 6 1 2 )  6 2 5 - 6 2 0 3 ,  
bende002@umn.edu

University of Minnesota Veterinary Medical 
Center 
St. Paul, Minnesota

 
国際情報
2014年第4四半期*
　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。
　アフリカ馬疫が、風土病として存在している南
アフリカの四つの州で発生した。
　米国での水胞性口炎の発生は継続し、全て
ニュージャージー株によるものであった。本症は、
新たに68施設で確認され、内訳はコロラド州60施
設、テキサス州7施設およびネブラスカ州1施設で
あった。2014年全体では、コロラド州の17郡、テ
キサス州の13郡、ネブラスカ州の1郡で発生し、
433施設において584頭のウマと60頭のウシで感
染が確認された。
　腺疫がフランス、ドイツ、アイルランド、スイス
および米国で発生した。フランスでは、18地域で
合計23件の発生が確認された。ドイツでは、3地域
において散発的に発生が報告された。アイルラン
ドでは、レンスター地方（訳注：アイルランド東部）
からマンスター地方（アイルランド南西部）にかけ
て14例の発生が確認された。スイスでは、2件の発
生が報告され、その内1件では、１つの牧場で感染
の可能性のあった100頭のうち50頭が感染した。
本症は米国では風土病とされており、7州の22施
設で41例の発生が確認された。
　馬インフルエンザがフランス、イギリスおよび
米国で発生した。フランスでは、4件発生した。イ
ギリスでは15郡で、ウマ、ポニー、ロバに18件発生
し、そのほとんどはワクチン未接種であった。米国
では風土病であり、フロリダ州、ケンタッキー州、
オレゴン州およびワシントン州で発生が確認され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患が、フランス、ドイツ、日本、南アフリカ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。EHV-1による呼
吸器疾患は、フランス（6件）、ドイツ（2件）、スイス

（1例）、英国（3件、いずれもロバに発生）および米
国で確認された。EHV-1による流産は、日本（5施設
で散発的に発生。いずれもワクチン接種済みのサ
ラブレッド種）、南アフリカ（1例）および米国（2
例）で発生した。EHV-１脊髄脳症が、米国アイダホ
州で2例のウマに発生した。EHV-4による呼吸器疾
患が、フランス（5地域で11件）、ドイツ（2施設でそ
れぞれ1例ずつ）およびイギリス（サラブレッド種
の1歳馬3例を含む1件）で発生した。EHV-2および 
EHV-5感染による複数の症例が、米国のテキサス
州とケンタッキー州で確認された。
　馬動脈炎ウイルスの持続感染が、ドイツの種牡
馬1例で確認された。また、スイスにおいても同様
の感染が1例報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）が、フランス（フリージアン
種1例）および米国（クォーターホース種競走馬1
例）で発生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランスおよびUAEで風
土病として発生した。
　レプトスピラ性流産が、フランスにおいてサラ
ブレッド種牝馬で1例診断された。米国では、ノカ
ルジア性胎盤炎および流産が2例確認された。
　Salmonella Abortusequi感染（馬パラチフス）が、
シンガポールの同一施設において５例の非サラブ
レッド種の牡馬で報告された。罹患馬はサーカス
集団に所属するパフォーマンス馬であった。アイ
ルランドでは、異なる施設で3件のサルモネラ症
の発生が報告された。スイスでは、S. enteritidisに
よるサルモネラ症が1例発生した。
　米国においてC. perfringens A型菌によるクロス
トリジウム腸炎および仔馬における増殖性腸症が
数例確認された。
　東部馬脳炎が米国において25例確認され、これ
で米国における2014年全期間の合計発生数は
139例となった。そのほとんどは、フロリダ州、ル
イジアナ州、ニューヨーク州およびノースカロラ
イナ州で確認された。
　ウエストナイル脳炎が米国で74例確認され、こ
れで米国における年間合計発生数は140例となっ
た。テキサス州、オクラホマ州、カリフォルニア州
およびミズーリ州では、最も多くの症例が確認さ
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確認された。
破傷風が、日本の2施設でそれぞれ1例認められ
た。
　ゲタウイルス感染症が、美浦トレーニング・セン
ターで発生し、発熱馬49例中25例が本症と診断さ
れたが、重症となるような疾患ではない。
　ロドコッカス症が米国で風土病として発生し
た。スイスでは、ボレリア感染症が貧血を伴う1頭
のウマで報告されたが、治療が成功した。

＊オーストラリア第3四半期報告書より
 
ウマの国際間輸送における問題
　高額な保険が掛けられ国際間輸送されている馬
の正確な頭数を算定することは難しく、このこと
が保険をかける際に実施される正確な「リスク評
価」を困難にしている。2014年の一年間に1,003頭
のイギリスを拠点とするサラブレッド競走馬がイ
ギリス国外の競走に出走した。内訳は、フランス

（417頭）、アイルランド（249頭）、ドバイ（144頭）、
チャンネル諸島（75頭）、米国（34頭）、ドイツ（22
頭）、オーストラリア（15頭）、トルコ（12頭）、スイ
ス（9頭）、カナダ（7頭）、スウェーデン（7頭）、香港

（5頭）、イタリア（2頭）、シンガポール（2頭）、チェ
コ共和国（2頭）、日本（1頭）およびスペイン（1頭）
だった。FE I（国際馬術連盟（仏：Fédé r a t i on  
Equestre Internationale））主催の国際的なイベン
トは、1996年に350回開催されたが、その開催数
は、1999年には657回、2006年には1,530回、さら
に2011年には3,215回まで飛躍的に増加した。種
牡馬は、北半球と南半球を往復する。他の馬術分野
やウマに関連した活動におけるウマの国際間輸送
に関する情報は、あまり報告されていないが、米国
と同様に、日本やオーストラリアでは、国内の地方
間において長距離輸送されている。
　長距離輸送は、ウマに様々な問題を引き起こす
可能性がある。馬運車あるいは飛行機内に拘束さ
れることにより、通常の飼養環境で起こり得るす
べての問題から逃れられるわけではない。外傷、疝
痛、そして疾病を発症する可能性は常にあり、「習
慣により行動する動物」であるウマが、慣れない環

境で馴染みのないウマと一緒に輸送されれば、間
違いなくそうしたリスクが増加してしまう。検疫
と隔離は、常に実施すべきであると提唱されてい
るが、国際間輸送のように義務でない限り、必ずし
も徹底されていない。しかしどのようなものでも
完全な保証ではない。日本とオーストラリアにお
ける動物衛生当局の対応をもってさえも、2007年
にオーストラリアにおける馬インフルエンザの侵
入を阻止することができなかった。 
　しかしながら、長距離輸送に関連した主要な問
題は、いわゆる「輸送熱」としてホースマンに広く
知られている胸膜炎と肺炎の併発である。獣医師
が、たいていは高度な診断法がない状況で、輸送後
の発熱が治療可能な輸送熱なのか、海外伝染病の
可能性があるのかを鑑別診断することは困難であ
る。輸送熱の発病率に関する報告は、この問題の重
大さを示す。米国に輸入され、ニューヨークあるい
はロサンゼルスに到着するウマの11～12%が発
熱し、香港への空輸のうち60%において、到着時に
少なくとも1例のウマが輸送熱を発症した。 
　診断法が進歩し、周囲の関心が高まり、より良い
治療法が行われることによって、これらの輸送熱
の大部分の症例は、すぐに治療が開始されれば問
題なく回復するであろう。治療の遅れは時に致死
的であり、診断や治療の開始が早ければ早いほど、
結果も良いものとなる。飛行機内あるいは長距離
輸送の中間地点において、経験豊富なウマの臨床
獣医師による診断を受けることで迅速な発見が容
易となる。高価なウマの輸送のすべてに獣医師が
帯同するわけではない。保険業者が獣医師の帯同
を要求することは、それが保険業者にとって最大
の利益となるからである。

連絡先：
Dr. D.P. Leadon, dleadon@equine-centre.ie 
Consultant, Irish Equine Centre 
Specialist in Equine Medicine 
Johnstown, Co. Kildare, Ireland
 
再興感染症
　 し ば し ば「 新 興（ e m e r g e n t ）」と「 再 興

（re-emergent）」という用語は、それぞれの意味を

深く考えずに、あるひとつの伝染病について述べ
る際に、ほとんど同じ意味の用語として用いられ
ている。これらの用語は同義語ではない以上、意味
を区別することは重要である。「新興」という用語
は、その疾患に関する報告が今までない集団にお
いて、初めて記録された発生に用いる。一方、「再
興」感染症とは、過去に発生したことがあるが、よ
り強い病原性の株が出現したか、あるいは以前と
は異なる疫学的状況で発生した際に用いられる。 
　病原体、宿主動物または環境を含む多種多様な
要因が、新興感染症あるいは再新興感染症の発生
に関与している。これらの多様な要因として、微生
物の変化と適応、宿主動物の感染に対する感受性、
気候の変化、生態系の変化、人口動態、国際貿易の
動向および土地利用などが挙げられる。ヒト、動物
および植物の新興ならびに再興感染症の数は、よ
り高度な技術が利用できるようになり、従来は未
発見の病原体が、宿主内や環境中から検出できる
ようになったため、増加し続けている。
　様々な再興感染症が知られており、ウマ科の動
物に宿主が限定される疾病もあれば、その一方で
ウマ以外の家畜および／あるいは野生動物に感染
する疾病もある。よく知られている疾患の多くは、
ウイルス性疾患である。1989年に中国で発生した
馬インフルエンザウイルス株（A/equine/Jilin/89

（H3N8））は、暴露されたウマの集団で非常に高い
罹患率と致死率を示した。非常に幸いなことに、こ
の株が中国国外に広がることはなかった。
　その他の再興感染症の例としては、1993年と
1996年にメキシコのチアパス州並びにオアハカ
州で発生したサブタイプ1Eウイルスによるベネ
ズエラ馬脳炎がある。いずれの発生においても、前
例のない臨床的発病率と中等度の致死率が見られ
た。これらの発生以前には、サブタイプ1Eウイル
スがウマに対して重要な疾患を引き起こし、死亡
させるということは認識されていなかった（訳注：
通常、流行を起こすのは1ABおよび１Cサブタイプ
のウイルスである）。 
　ウマで最も広く知られている再興感染症は、馬
ヘルペスウイルス1型によるEHV-1脊髄脳症であ
る。病原性の強いウイルス株が、特に過去15年に
おけるヨーロッパおよび北米における主な発生の

原因となっている。神経病原性の増大は主に、ウイ
ルスのDNAポリメラーゼ遺伝子の触媒サブユニッ
トにおける１塩基置換が関係している。ウマがこ
の変異株に感染すると、重篤な臨床症状を示し、死
亡率が高くなることがある。 
　前述のように、感染症が以前と異なる疫学状況
で発生した場合、再興感染症として捉えられる。こ
の基準を満たし特にウマに関連した疾病として
は、ウエストナイル脳炎と馬脳症の二つがある。 
　米国では1999年に初めて発見されたウエスト
ナイルウイルスは、ワクチン非接種馬に、毎年非常
に大きな損失をもたらしている。イスラエルで
2008年に確認された馬脳症は、アフリカ大陸以外
で本症が報告された最初の例であった。 
　更なるウマの新興あるいは再興感染症が、これ
から数年内に間違いなく出現するであろう。それ
ら感染症のあるものは、いくつかの国の馬産業に
重大な経済的影響をもたらすかも知れない。その
ような疾病を早期に認識することは、影響を最小
限に食い止めるために最も重要なことである。

連絡先：
Dr .  P e t e r  T im o n e y ,  ( 8 5 9 )  2 1 8 - 1 0 94 ,  
ptimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
馬の泌尿器疾患 
　原発性腎疾患はウマ科では稀な疾患である。し
かし、他の疾病の経過に伴い急性の腎不全（AKI : 
acute kidney injury）が進行した場合、病態を悪化
させ、死亡率を上昇させる深刻な合併症となる。毎
年およそ2,000例のウマがミシガン州立大学の動
物病院を受診し、その約4%が腎機能不全により、
血中の老廃物量が多く（血清中クレアチニン濃度

［Cr］＞2.5mg/dL［220 μmol/L］の高窒素血症）、
1％はさらに重度の高窒素血症であり、血中クレ
アチニン濃度は5.0mg/dL（440μmol/L）を超え
る。 
　研究により、疝痛あるいは大腸炎を発症し、持続
性の高窒素血症（3日間治療後も改善しない場合）
を呈しているウマは、高窒素血症が改善したウマ

に比較して、死亡あるいは安楽殺処置される割合
が3倍以上であることが明らかとなった。それ故
に腎機能障害を迅速に認識すること、腎臓に障害
を与える（腎毒性の）薬物の使用を最小限に留める
こと、そして適切な支持療法の策定は、罹患馬の予
後に重要である。
　非ステロイド性抗炎症剤（NSAID）の予期できな
い副作用を軽減するため、シクロオキシゲナーゼ
-2（COX-2）に対してより阻害効果があるNSAIDが
開発されている。これら選択的COX-2阻害薬が、非
選択的COX阻害薬（フェニルブタゾンやフルニキ
シンメグルミンなど）に比較して、腎機能への副作
用が少ないという誤解が生じている。しかし、
COX-2は腎臓の血流維持において重要な役割を果
たしているため、COX-2 選択的NSAIDの使用を腎
保護療法として見なすべきではない。
　慢性腎不全（CKD：chronic kidney disease）は、
AKIが完全に改善されずに組織の変性や線維化

（90%以上の症例）が進行した場合や免疫介在性腎
疾患（10%未満の症例）を原因として生じる。稀に
発達異常（腎無形成、腎形成不全、腎形成異常また
は多発性腎嚢胞）と関連する場合もある。CKDの症
状は漠然としており、パフォーマンス低下あるい
は健康状態の悪化として表れる。しかし、CKDは高
窒素血症、高カルシウム血症、非濃縮尿（等調尿）な
どの特徴的な臨床検査の異常所見、超音波検査の
異常所見や腎石（腎結石）の存在等によって容易に
診断できる。ヒトとは異なり、腎石が尿の排泄を障
害しない限り、CKDのウマにとってその除去は意
味が無い。
　CKDは本来、進行性の疾患であるが、進行の速さ
は患畜によって大きく異なる。栄養（牧草は理想的
な食餌である）を通して体の状態を維持し、腎毒性
のある薬物の使用を避けることが補助的治療の主
体となる。免疫介在性腎疾患および蛋白尿のウマ
では、副腎皮質ステロイドとアンジオテンシン変
換酵素阻害薬による治療も有効な場合がある。ま
た、イヌやネコにオメガ-3脂肪酸を補給すること
で、CKDの進行を抑制できたことが報告されてお
り、この方法もまた考慮に値する（牧草はオメガ-3
脂肪酸の理想的な供給源である）。長期間で見ると
CKDの予後は不良であるが、ウマは数ヶ月から数

年にわたり健康な状態で過ごすことができる。
　最後に、膀胱結石症、尿失禁および尿中の血液混
在（血尿症）などの下部尿路疾患は、上部尿路疾患
より実際に多く認められる。ウマが通常尿中に多
量の炭酸カルシウムとシュウ酸塩結晶を排出する
ことを考慮すると、尿路桔石（尿石症）がイヌより
ウマで少ないことはいくらか驚きである。それに
も関わらず、ウマ科の膀胱結石再症の発率は50%
近くあり、このことは罹患馬が遺伝的素因を有し
ているということを示唆する。出産や外傷、神経疾
患あるいは不明な原因に起因する膀胱筋機能不全
のウマは、膀胱の拡張および溢流性尿失禁が進行
する。膀胱結石と混同されがちであるが、罹患馬の
膀胱内には大きな尿結石が蓄積していることがあ
る。しかし、この問題（砂状の尿石症）は膀胱洗浄に
よって治療することができるため、不要な膀胱切
開術を行うべきではない。 
　最後に、新たに発生した症候群である致命的な
特発性腎性血尿症は、アラビア種およびその混血
馬で認められている。著者は、本疾患に遺伝的根拠
があるかどうかについて研究しており、疑わしい
症例について、ご一報いただければ感謝いたしま
す。

連絡先：
Dr .  Ha ro l d  S cho t t  I I ,  ( 517 )  353 -9710 ,  
schott@cvm.msu.edu
Michigan State University Veterinary Medical 
Center 
East Lansing, Michigan
 
ケンタッキー州の馬産業　回復示す
　馬産業は、長年に亘りケンタッキーの農業経済
において代名詞的部門であった。ブルーグラス州

（訳注：ケンタッキー州のニックネーム）の農業分
野では、馬による収益は、何年もの間タバコの買取
りに次いで高く、経済を支える主要なものの一つ
であった。しかし、多くの経済部門がそうであった
ように、馬市場も不況にかなりの影響を受けた。
キーンランドセールは、ケンタッキー州の馬取引
の主要な牽引役であるが、2007年から2010年に
かけて53%減少した。その時以来、馬市場は大きく

回復している。2014年のキーンランドセールで
は、2010年から40%増加した。図1は、2007年から
2010年まで販売額が減少しているが、2014年に
かけて回復していることを示している。 
　セールの売上高に加えて、種付け料は馬産業に
おける重要な収入源である。図2は、サラブレッド
生 産 者 に 対 す る 奨 励 基 金（ K e n t u c k y  
Thoroughbred Breeder’s Incentive Fund）の支払い
に基づく、ケンタッキー州における種付け料によ
る収益の概算を示している。この概算は、控えめで
ある。なぜなら、人工授精、種牡馬と牝馬が同一
オーナーの場合、種付けや子馬の権利を共同所有
する場合等のように、全てが売上税の対象になる
わけではないからである。しかしながら、収益の傾
向は、この期間における種付けの傾向を反映して
いると思われる。図2によると、種付け料による収
益は、2007年から2010年まで減少傾向が続いた
ものの、それ以降は若干の改善を示している。 
　種付け料の収益は、種付け料と牝馬の出産数の
二つの要因に基づくことを思い出して欲しい。種
付け料の収益を増やす唯一の確実な方法は、それ
らの二つの要因を共に改善することである。
ジョッキークラブスタッド作成による2015年ケ
ンタッキー実情調査書によれば、種付け料がここ
数年、上昇傾向にある一方で、ケンタッキーの種牡
馬によって種付けした牝馬の数は2008年にピー
クに達し、その後徐々に減少し、2013に初めて上
昇傾向に転じた。 
　2013年に改善された売上レベルが2014年も維
持されたという事実は、昨年からの馬市場にとっ
て良い兆しであり、2008年から2010年にかけて
の落ち込みから大きく回復していくであろうこと
を示す。売上高が改善されることで、売上高ほどの
改善が見られなかった種付け料も、翌年は回復す
ることが期待できる。ウマというものが農業の現

金収入源の大部分を占め、二次的および三次的に
も経済に大きく影響しているケンタッキー州に
とって、馬市場の広範囲に亘る回復は朗報である。

連絡先：
Dr. Kenny Burdine, (859) 257-7273, 
kburdine@uky.edu
D r .  C .  J i l l  S t o w e ,  ( 8 5 9 )  2 5 7 - 7 2 5 6 ,  
jill.stowe@uky.edu
Department of Agricultural Economics 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　入院が必要なウマに対して、我々は可能な限り
最高の管理を期待する。しかし、ヒトの病院と同様
に、入院馬を安全にかつ健康的に管理するために
は様々な課題がある。その一つに挙げられるのは、
院内感染への対策である。ヒトの病院では、患者の
5%が医療関連感染症に罹患すると推定されてい
る。我々は、ウマでも同程度の発生があるだろうと
推測している。
　まず、いくつかの重要な問題を念頭に置かなけ
ればならない。日和見感染症の原因微生物（細菌、
真菌およびウイルス）は、入院馬に影響を及ぼすこ
とがある。これらのバグ（bug：虫や微生物の俗な
呼称）の多くは、たった1頭の入院馬によって持ち
こまれ、その馬に病気を起こさないまま、院内にば
ら撒かれる可能性がある。そして、診断・治療機器
やその他の器材を汚染していく。また、臨床症状を
呈する前の潜伏期間中に、微生物を周囲にばら撒
いている動物もいるであろう。これらのことから、
病院のあらゆる場所の日常的な清掃、消毒および
手指衛生の徹底が必要であると強調しておく。 
　二つ目に、どんなに最善をつくしても、院内感染
が起こることがある。ウマの病院は、ヒトの病院と
は異なる。干し草や埃があり、馬房は木材とコンク
リートでできている。ウマは、体が大きく（1,200
ポンド（545 kg）以上）、密集した被毛で覆われて
おり、さらに1日当たり50 ポンド（23 kg）の糞尿
を排泄する。床や壁などほとんどの表面が簡単に
清掃、消毒できるヒトの病院でさえ、感染症のコン
トロールは一つの課題である。ウマの入院の際に
は、常に院内感染症のリスクがつきまとう。ウマに
よっては免疫が低下しており、より日和見感染症
のリスクにさらされる。そのため、獣医師は、すべ
ての入院馬に潜在的リスクがあることを説明する
必要がある。通常、入院馬のオーナーには、入院お
よび退院時に医療関連感染症の可能性について説

明がなされる。 
　さらに、今やウマに対しても実施できるように
なった高度かつ集中的な治療に対しても考慮しな
くてはならない。これらには、長期間に亘る経静脈
療法、酸素吸入や機械的人工換気法など、重篤な患
馬に対して用いられるいくつかの先進的な治療法
が含まれる。患馬の入院が長期化すればするほど、
日和見感染症に罹患する可能性は大きくなってい
く。 
　院内感染の対策にはコストがかかる。最近の調
査では、38の大学の動物病院のうち31の病院で、
調査までの5年間に院内感染症が発生したと報告
した。なかには病院を閉鎖した事例もあった。その
ため、多くのウマの病院では、環境汚染の可能性を
減らすための手順書を作成し、厳格な隔離と検疫
手順を遵守している。これらの方針は、オーナーの
来院時に一定の制限を与えるかもしれないが、尊
重すべきである。オーナーは、他の入院馬との接触
を控え、衣服、手指および履物を介して病院の環境
中あるいは他のウマへ、院内感染の原因となりう
る病原体を持ち込む可能性があることを認識しな
くてはならない。防疫対策の一環として、オーナー
は、入院馬の見舞いの際に、防護服、シューズカ
バー、手袋等の着用を求められることがある。
　総括すると、病院内に潜んでいるリスクの認識、
適切な清掃および消毒作業の実施、そして適切な
手指の衛生管理の実践により、院内感染症を減ら
すことができる。オーナーは、これらのリスクを認
識し、さらに自身の牧場においても病原体の拡散
を抑制するための防疫対策を改善する必要があ
る。

連絡先：
D r .  J e ff  B e n d e r ,  ( 6 1 2 )  6 2 5 - 6 2 0 3 ,  
bende002@umn.edu

University of Minnesota Veterinary Medical 
Center 
St. Paul, Minnesota

 
国際情報
2014年第4四半期*
　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。
　アフリカ馬疫が、風土病として存在している南
アフリカの四つの州で発生した。
　米国での水胞性口炎の発生は継続し、全て
ニュージャージー株によるものであった。本症は、
新たに68施設で確認され、内訳はコロラド州60施
設、テキサス州7施設およびネブラスカ州1施設で
あった。2014年全体では、コロラド州の17郡、テ
キサス州の13郡、ネブラスカ州の1郡で発生し、
433施設において584頭のウマと60頭のウシで感
染が確認された。
　腺疫がフランス、ドイツ、アイルランド、スイス
および米国で発生した。フランスでは、18地域で
合計23件の発生が確認された。ドイツでは、3地域
において散発的に発生が報告された。アイルラン
ドでは、レンスター地方（訳注：アイルランド東部）
からマンスター地方（アイルランド南西部）にかけ
て14例の発生が確認された。スイスでは、2件の発
生が報告され、その内1件では、１つの牧場で感染
の可能性のあった100頭のうち50頭が感染した。
本症は米国では風土病とされており、7州の22施
設で41例の発生が確認された。
　馬インフルエンザがフランス、イギリスおよび
米国で発生した。フランスでは、4件発生した。イ
ギリスでは15郡で、ウマ、ポニー、ロバに18件発生
し、そのほとんどはワクチン未接種であった。米国
では風土病であり、フロリダ州、ケンタッキー州、
オレゴン州およびワシントン州で発生が確認され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患が、フランス、ドイツ、日本、南アフリカ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。EHV-1による呼
吸器疾患は、フランス（6件）、ドイツ（2件）、スイス

（1例）、英国（3件、いずれもロバに発生）および米
国で確認された。EHV-1による流産は、日本（5施設
で散発的に発生。いずれもワクチン接種済みのサ
ラブレッド種）、南アフリカ（1例）および米国（2
例）で発生した。EHV-１脊髄脳症が、米国アイダホ
州で2例のウマに発生した。EHV-4による呼吸器疾
患が、フランス（5地域で11件）、ドイツ（2施設でそ
れぞれ1例ずつ）およびイギリス（サラブレッド種
の1歳馬3例を含む1件）で発生した。EHV-2および 
EHV-5感染による複数の症例が、米国のテキサス
州とケンタッキー州で確認された。
　馬動脈炎ウイルスの持続感染が、ドイツの種牡
馬1例で確認された。また、スイスにおいても同様
の感染が1例報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）が、フランス（フリージアン
種1例）および米国（クォーターホース種競走馬1
例）で発生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランスおよびUAEで風
土病として発生した。
　レプトスピラ性流産が、フランスにおいてサラ
ブレッド種牝馬で1例診断された。米国では、ノカ
ルジア性胎盤炎および流産が2例確認された。
　Salmonella Abortusequi感染（馬パラチフス）が、
シンガポールの同一施設において５例の非サラブ
レッド種の牡馬で報告された。罹患馬はサーカス
集団に所属するパフォーマンス馬であった。アイ
ルランドでは、異なる施設で3件のサルモネラ症
の発生が報告された。スイスでは、S. enteritidisに
よるサルモネラ症が1例発生した。
　米国においてC. perfringens A型菌によるクロス
トリジウム腸炎および仔馬における増殖性腸症が
数例確認された。
　東部馬脳炎が米国において25例確認され、これ
で米国における2014年全期間の合計発生数は
139例となった。そのほとんどは、フロリダ州、ル
イジアナ州、ニューヨーク州およびノースカロラ
イナ州で確認された。
　ウエストナイル脳炎が米国で74例確認され、こ
れで米国における年間合計発生数は140例となっ
た。テキサス州、オクラホマ州、カリフォルニア州
およびミズーリ州では、最も多くの症例が確認さ
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確認された。
破傷風が、日本の2施設でそれぞれ1例認められ
た。
　ゲタウイルス感染症が、美浦トレーニング・セン
ターで発生し、発熱馬49例中25例が本症と診断さ
れたが、重症となるような疾患ではない。
　ロドコッカス症が米国で風土病として発生し
た。スイスでは、ボレリア感染症が貧血を伴う1頭
のウマで報告されたが、治療が成功した。

＊オーストラリア第3四半期報告書より
 
ウマの国際間輸送における問題
　高額な保険が掛けられ国際間輸送されている馬
の正確な頭数を算定することは難しく、このこと
が保険をかける際に実施される正確な「リスク評
価」を困難にしている。2014年の一年間に1,003頭
のイギリスを拠点とするサラブレッド競走馬がイ
ギリス国外の競走に出走した。内訳は、フランス

（417頭）、アイルランド（249頭）、ドバイ（144頭）、
チャンネル諸島（75頭）、米国（34頭）、ドイツ（22
頭）、オーストラリア（15頭）、トルコ（12頭）、スイ
ス（9頭）、カナダ（7頭）、スウェーデン（7頭）、香港

（5頭）、イタリア（2頭）、シンガポール（2頭）、チェ
コ共和国（2頭）、日本（1頭）およびスペイン（1頭）
だった。FE I（国際馬術連盟（仏：Fédé r a t i on  
Equestre Internationale））主催の国際的なイベン
トは、1996年に350回開催されたが、その開催数
は、1999年には657回、2006年には1,530回、さら
に2011年には3,215回まで飛躍的に増加した。種
牡馬は、北半球と南半球を往復する。他の馬術分野
やウマに関連した活動におけるウマの国際間輸送
に関する情報は、あまり報告されていないが、米国
と同様に、日本やオーストラリアでは、国内の地方
間において長距離輸送されている。
　長距離輸送は、ウマに様々な問題を引き起こす
可能性がある。馬運車あるいは飛行機内に拘束さ
れることにより、通常の飼養環境で起こり得るす
べての問題から逃れられるわけではない。外傷、疝
痛、そして疾病を発症する可能性は常にあり、「習
慣により行動する動物」であるウマが、慣れない環

境で馴染みのないウマと一緒に輸送されれば、間
違いなくそうしたリスクが増加してしまう。検疫
と隔離は、常に実施すべきであると提唱されてい
るが、国際間輸送のように義務でない限り、必ずし
も徹底されていない。しかしどのようなものでも
完全な保証ではない。日本とオーストラリアにお
ける動物衛生当局の対応をもってさえも、2007年
にオーストラリアにおける馬インフルエンザの侵
入を阻止することができなかった。 
　しかしながら、長距離輸送に関連した主要な問
題は、いわゆる「輸送熱」としてホースマンに広く
知られている胸膜炎と肺炎の併発である。獣医師
が、たいていは高度な診断法がない状況で、輸送後
の発熱が治療可能な輸送熱なのか、海外伝染病の
可能性があるのかを鑑別診断することは困難であ
る。輸送熱の発病率に関する報告は、この問題の重
大さを示す。米国に輸入され、ニューヨークあるい
はロサンゼルスに到着するウマの11～12%が発
熱し、香港への空輸のうち60%において、到着時に
少なくとも1例のウマが輸送熱を発症した。 
　診断法が進歩し、周囲の関心が高まり、より良い
治療法が行われることによって、これらの輸送熱
の大部分の症例は、すぐに治療が開始されれば問
題なく回復するであろう。治療の遅れは時に致死
的であり、診断や治療の開始が早ければ早いほど、
結果も良いものとなる。飛行機内あるいは長距離
輸送の中間地点において、経験豊富なウマの臨床
獣医師による診断を受けることで迅速な発見が容
易となる。高価なウマの輸送のすべてに獣医師が
帯同するわけではない。保険業者が獣医師の帯同
を要求することは、それが保険業者にとって最大
の利益となるからである。

連絡先：
Dr. D.P. Leadon, dleadon@equine-centre.ie 
Consultant, Irish Equine Centre 
Specialist in Equine Medicine 
Johnstown, Co. Kildare, Ireland
 
再興感染症
　 し ば し ば「 新 興（ e m e r g e n t ）」と「 再 興

（re-emergent）」という用語は、それぞれの意味を

深く考えずに、あるひとつの伝染病について述べ
る際に、ほとんど同じ意味の用語として用いられ
ている。これらの用語は同義語ではない以上、意味
を区別することは重要である。「新興」という用語
は、その疾患に関する報告が今までない集団にお
いて、初めて記録された発生に用いる。一方、「再
興」感染症とは、過去に発生したことがあるが、よ
り強い病原性の株が出現したか、あるいは以前と
は異なる疫学的状況で発生した際に用いられる。 
　病原体、宿主動物または環境を含む多種多様な
要因が、新興感染症あるいは再新興感染症の発生
に関与している。これらの多様な要因として、微生
物の変化と適応、宿主動物の感染に対する感受性、
気候の変化、生態系の変化、人口動態、国際貿易の
動向および土地利用などが挙げられる。ヒト、動物
および植物の新興ならびに再興感染症の数は、よ
り高度な技術が利用できるようになり、従来は未
発見の病原体が、宿主内や環境中から検出できる
ようになったため、増加し続けている。
　様々な再興感染症が知られており、ウマ科の動
物に宿主が限定される疾病もあれば、その一方で
ウマ以外の家畜および／あるいは野生動物に感染
する疾病もある。よく知られている疾患の多くは、
ウイルス性疾患である。1989年に中国で発生した
馬インフルエンザウイルス株（A/equine/Jilin/89

（H3N8））は、暴露されたウマの集団で非常に高い
罹患率と致死率を示した。非常に幸いなことに、こ
の株が中国国外に広がることはなかった。
　その他の再興感染症の例としては、1993年と
1996年にメキシコのチアパス州並びにオアハカ
州で発生したサブタイプ1Eウイルスによるベネ
ズエラ馬脳炎がある。いずれの発生においても、前
例のない臨床的発病率と中等度の致死率が見られ
た。これらの発生以前には、サブタイプ1Eウイル
スがウマに対して重要な疾患を引き起こし、死亡
させるということは認識されていなかった（訳注：
通常、流行を起こすのは1ABおよび１Cサブタイプ
のウイルスである）。 
　ウマで最も広く知られている再興感染症は、馬
ヘルペスウイルス1型によるEHV-1脊髄脳症であ
る。病原性の強いウイルス株が、特に過去15年に
おけるヨーロッパおよび北米における主な発生の

原因となっている。神経病原性の増大は主に、ウイ
ルスのDNAポリメラーゼ遺伝子の触媒サブユニッ
トにおける１塩基置換が関係している。ウマがこ
の変異株に感染すると、重篤な臨床症状を示し、死
亡率が高くなることがある。 
　前述のように、感染症が以前と異なる疫学状況
で発生した場合、再興感染症として捉えられる。こ
の基準を満たし特にウマに関連した疾病として
は、ウエストナイル脳炎と馬脳症の二つがある。 
　米国では1999年に初めて発見されたウエスト
ナイルウイルスは、ワクチン非接種馬に、毎年非常
に大きな損失をもたらしている。イスラエルで
2008年に確認された馬脳症は、アフリカ大陸以外
で本症が報告された最初の例であった。 
　更なるウマの新興あるいは再興感染症が、これ
から数年内に間違いなく出現するであろう。それ
ら感染症のあるものは、いくつかの国の馬産業に
重大な経済的影響をもたらすかも知れない。その
ような疾病を早期に認識することは、影響を最小
限に食い止めるために最も重要なことである。

連絡先：
Dr .  P e t e r  T im o n e y ,  ( 8 5 9 )  2 1 8 - 1 0 94 ,  
ptimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
馬の泌尿器疾患 
　原発性腎疾患はウマ科では稀な疾患である。し
かし、他の疾病の経過に伴い急性の腎不全（AKI : 
acute kidney injury）が進行した場合、病態を悪化
させ、死亡率を上昇させる深刻な合併症となる。毎
年およそ2,000例のウマがミシガン州立大学の動
物病院を受診し、その約4%が腎機能不全により、
血中の老廃物量が多く（血清中クレアチニン濃度

［Cr］＞2.5mg/dL［220 μmol/L］の高窒素血症）、
1％はさらに重度の高窒素血症であり、血中クレ
アチニン濃度は5.0mg/dL（440μmol/L）を超え
る。 
　研究により、疝痛あるいは大腸炎を発症し、持続
性の高窒素血症（3日間治療後も改善しない場合）
を呈しているウマは、高窒素血症が改善したウマ

に比較して、死亡あるいは安楽殺処置される割合
が3倍以上であることが明らかとなった。それ故
に腎機能障害を迅速に認識すること、腎臓に障害
を与える（腎毒性の）薬物の使用を最小限に留める
こと、そして適切な支持療法の策定は、罹患馬の予
後に重要である。
　非ステロイド性抗炎症剤（NSAID）の予期できな
い副作用を軽減するため、シクロオキシゲナーゼ
-2（COX-2）に対してより阻害効果があるNSAIDが
開発されている。これら選択的COX-2阻害薬が、非
選択的COX阻害薬（フェニルブタゾンやフルニキ
シンメグルミンなど）に比較して、腎機能への副作
用が少ないという誤解が生じている。しかし、
COX-2は腎臓の血流維持において重要な役割を果
たしているため、COX-2 選択的NSAIDの使用を腎
保護療法として見なすべきではない。
　慢性腎不全（CKD：chronic kidney disease）は、
AKIが完全に改善されずに組織の変性や線維化

（90%以上の症例）が進行した場合や免疫介在性腎
疾患（10%未満の症例）を原因として生じる。稀に
発達異常（腎無形成、腎形成不全、腎形成異常また
は多発性腎嚢胞）と関連する場合もある。CKDの症
状は漠然としており、パフォーマンス低下あるい
は健康状態の悪化として表れる。しかし、CKDは高
窒素血症、高カルシウム血症、非濃縮尿（等調尿）な
どの特徴的な臨床検査の異常所見、超音波検査の
異常所見や腎石（腎結石）の存在等によって容易に
診断できる。ヒトとは異なり、腎石が尿の排泄を障
害しない限り、CKDのウマにとってその除去は意
味が無い。
　CKDは本来、進行性の疾患であるが、進行の速さ
は患畜によって大きく異なる。栄養（牧草は理想的
な食餌である）を通して体の状態を維持し、腎毒性
のある薬物の使用を避けることが補助的治療の主
体となる。免疫介在性腎疾患および蛋白尿のウマ
では、副腎皮質ステロイドとアンジオテンシン変
換酵素阻害薬による治療も有効な場合がある。ま
た、イヌやネコにオメガ-3脂肪酸を補給すること
で、CKDの進行を抑制できたことが報告されてお
り、この方法もまた考慮に値する（牧草はオメガ-3
脂肪酸の理想的な供給源である）。長期間で見ると
CKDの予後は不良であるが、ウマは数ヶ月から数

年にわたり健康な状態で過ごすことができる。
　最後に、膀胱結石症、尿失禁および尿中の血液混
在（血尿症）などの下部尿路疾患は、上部尿路疾患
より実際に多く認められる。ウマが通常尿中に多
量の炭酸カルシウムとシュウ酸塩結晶を排出する
ことを考慮すると、尿路桔石（尿石症）がイヌより
ウマで少ないことはいくらか驚きである。それに
も関わらず、ウマ科の膀胱結石再症の発率は50%
近くあり、このことは罹患馬が遺伝的素因を有し
ているということを示唆する。出産や外傷、神経疾
患あるいは不明な原因に起因する膀胱筋機能不全
のウマは、膀胱の拡張および溢流性尿失禁が進行
する。膀胱結石と混同されがちであるが、罹患馬の
膀胱内には大きな尿結石が蓄積していることがあ
る。しかし、この問題（砂状の尿石症）は膀胱洗浄に
よって治療することができるため、不要な膀胱切
開術を行うべきではない。 
　最後に、新たに発生した症候群である致命的な
特発性腎性血尿症は、アラビア種およびその混血
馬で認められている。著者は、本疾患に遺伝的根拠
があるかどうかについて研究しており、疑わしい
症例について、ご一報いただければ感謝いたしま
す。

連絡先：
Dr .  Ha ro l d  S cho t t  I I ,  ( 517 )  353 -9710 ,  
schott@cvm.msu.edu
Michigan State University Veterinary Medical 
Center 
East Lansing, Michigan
 
ケンタッキー州の馬産業　回復示す
　馬産業は、長年に亘りケンタッキーの農業経済
において代名詞的部門であった。ブルーグラス州

（訳注：ケンタッキー州のニックネーム）の農業分
野では、馬による収益は、何年もの間タバコの買取
りに次いで高く、経済を支える主要なものの一つ
であった。しかし、多くの経済部門がそうであった
ように、馬市場も不況にかなりの影響を受けた。
キーンランドセールは、ケンタッキー州の馬取引
の主要な牽引役であるが、2007年から2010年に
かけて53%減少した。その時以来、馬市場は大きく

回復している。2014年のキーンランドセールで
は、2010年から40%増加した。図1は、2007年から
2010年まで販売額が減少しているが、2014年に
かけて回復していることを示している。 
　セールの売上高に加えて、種付け料は馬産業に
おける重要な収入源である。図2は、サラブレッド
生 産 者 に 対 す る 奨 励 基 金（ K e n t u c k y  
Thoroughbred Breeder’s Incentive Fund）の支払い
に基づく、ケンタッキー州における種付け料によ
る収益の概算を示している。この概算は、控えめで
ある。なぜなら、人工授精、種牡馬と牝馬が同一
オーナーの場合、種付けや子馬の権利を共同所有
する場合等のように、全てが売上税の対象になる
わけではないからである。しかしながら、収益の傾
向は、この期間における種付けの傾向を反映して
いると思われる。図2によると、種付け料による収
益は、2007年から2010年まで減少傾向が続いた
ものの、それ以降は若干の改善を示している。 
　種付け料の収益は、種付け料と牝馬の出産数の
二つの要因に基づくことを思い出して欲しい。種
付け料の収益を増やす唯一の確実な方法は、それ
らの二つの要因を共に改善することである。
ジョッキークラブスタッド作成による2015年ケ
ンタッキー実情調査書によれば、種付け料がここ
数年、上昇傾向にある一方で、ケンタッキーの種牡
馬によって種付けした牝馬の数は2008年にピー
クに達し、その後徐々に減少し、2013に初めて上
昇傾向に転じた。 
　2013年に改善された売上レベルが2014年も維
持されたという事実は、昨年からの馬市場にとっ
て良い兆しであり、2008年から2010年にかけて
の落ち込みから大きく回復していくであろうこと
を示す。売上高が改善されることで、売上高ほどの
改善が見られなかった種付け料も、翌年は回復す
ることが期待できる。ウマというものが農業の現

金収入源の大部分を占め、二次的および三次的に
も経済に大きく影響しているケンタッキー州に
とって、馬市場の広範囲に亘る回復は朗報である。

連絡先：
Dr. Kenny Burdine, (859) 257-7273, 
kburdine@uky.edu
D r .  C .  J i l l  S t o w e ,  ( 8 5 9 )  2 5 7 - 7 2 5 6 ,  
jill.stowe@uky.edu
Department of Agricultural Economics 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　入院が必要なウマに対して、我々は可能な限り
最高の管理を期待する。しかし、ヒトの病院と同様
に、入院馬を安全にかつ健康的に管理するために
は様々な課題がある。その一つに挙げられるのは、
院内感染への対策である。ヒトの病院では、患者の
5%が医療関連感染症に罹患すると推定されてい
る。我々は、ウマでも同程度の発生があるだろうと
推測している。
　まず、いくつかの重要な問題を念頭に置かなけ
ればならない。日和見感染症の原因微生物（細菌、
真菌およびウイルス）は、入院馬に影響を及ぼすこ
とがある。これらのバグ（bug：虫や微生物の俗な
呼称）の多くは、たった1頭の入院馬によって持ち
こまれ、その馬に病気を起こさないまま、院内にば
ら撒かれる可能性がある。そして、診断・治療機器
やその他の器材を汚染していく。また、臨床症状を
呈する前の潜伏期間中に、微生物を周囲にばら撒
いている動物もいるであろう。これらのことから、
病院のあらゆる場所の日常的な清掃、消毒および
手指衛生の徹底が必要であると強調しておく。 
　二つ目に、どんなに最善をつくしても、院内感染
が起こることがある。ウマの病院は、ヒトの病院と
は異なる。干し草や埃があり、馬房は木材とコンク
リートでできている。ウマは、体が大きく（1,200
ポンド（545 kg）以上）、密集した被毛で覆われて
おり、さらに1日当たり50 ポンド（23 kg）の糞尿
を排泄する。床や壁などほとんどの表面が簡単に
清掃、消毒できるヒトの病院でさえ、感染症のコン
トロールは一つの課題である。ウマの入院の際に
は、常に院内感染症のリスクがつきまとう。ウマに
よっては免疫が低下しており、より日和見感染症
のリスクにさらされる。そのため、獣医師は、すべ
ての入院馬に潜在的リスクがあることを説明する
必要がある。通常、入院馬のオーナーには、入院お
よび退院時に医療関連感染症の可能性について説

明がなされる。 
　さらに、今やウマに対しても実施できるように
なった高度かつ集中的な治療に対しても考慮しな
くてはならない。これらには、長期間に亘る経静脈
療法、酸素吸入や機械的人工換気法など、重篤な患
馬に対して用いられるいくつかの先進的な治療法
が含まれる。患馬の入院が長期化すればするほど、
日和見感染症に罹患する可能性は大きくなってい
く。 
　院内感染の対策にはコストがかかる。最近の調
査では、38の大学の動物病院のうち31の病院で、
調査までの5年間に院内感染症が発生したと報告
した。なかには病院を閉鎖した事例もあった。その
ため、多くのウマの病院では、環境汚染の可能性を
減らすための手順書を作成し、厳格な隔離と検疫
手順を遵守している。これらの方針は、オーナーの
来院時に一定の制限を与えるかもしれないが、尊
重すべきである。オーナーは、他の入院馬との接触
を控え、衣服、手指および履物を介して病院の環境
中あるいは他のウマへ、院内感染の原因となりう
る病原体を持ち込む可能性があることを認識しな
くてはならない。防疫対策の一環として、オーナー
は、入院馬の見舞いの際に、防護服、シューズカ
バー、手袋等の着用を求められることがある。
　総括すると、病院内に潜んでいるリスクの認識、
適切な清掃および消毒作業の実施、そして適切な
手指の衛生管理の実践により、院内感染症を減ら
すことができる。オーナーは、これらのリスクを認
識し、さらに自身の牧場においても病原体の拡散
を抑制するための防疫対策を改善する必要があ
る。

連絡先：
D r .  J e ff  B e n d e r ,  ( 6 1 2 )  6 2 5 - 6 2 0 3 ,  
bende002@umn.edu

University of Minnesota Veterinary Medical 
Center 
St. Paul, Minnesota
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　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。
　アフリカ馬疫が、風土病として存在している南
アフリカの四つの州で発生した。
　米国での水胞性口炎の発生は継続し、全て
ニュージャージー株によるものであった。本症は、
新たに68施設で確認され、内訳はコロラド州60施
設、テキサス州7施設およびネブラスカ州1施設で
あった。2014年全体では、コロラド州の17郡、テ
キサス州の13郡、ネブラスカ州の1郡で発生し、
433施設において584頭のウマと60頭のウシで感
染が確認された。
　腺疫がフランス、ドイツ、アイルランド、スイス
および米国で発生した。フランスでは、18地域で
合計23件の発生が確認された。ドイツでは、3地域
において散発的に発生が報告された。アイルラン
ドでは、レンスター地方（訳注：アイルランド東部）
からマンスター地方（アイルランド南西部）にかけ
て14例の発生が確認された。スイスでは、2件の発
生が報告され、その内1件では、１つの牧場で感染
の可能性のあった100頭のうち50頭が感染した。
本症は米国では風土病とされており、7州の22施
設で41例の発生が確認された。
　馬インフルエンザがフランス、イギリスおよび
米国で発生した。フランスでは、4件発生した。イ
ギリスでは15郡で、ウマ、ポニー、ロバに18件発生
し、そのほとんどはワクチン未接種であった。米国
では風土病であり、フロリダ州、ケンタッキー州、
オレゴン州およびワシントン州で発生が確認され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患が、フランス、ドイツ、日本、南アフリカ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。EHV-1による呼
吸器疾患は、フランス（6件）、ドイツ（2件）、スイス

（1例）、英国（3件、いずれもロバに発生）および米
国で確認された。EHV-1による流産は、日本（5施設
で散発的に発生。いずれもワクチン接種済みのサ
ラブレッド種）、南アフリカ（1例）および米国（2
例）で発生した。EHV-１脊髄脳症が、米国アイダホ
州で2例のウマに発生した。EHV-4による呼吸器疾
患が、フランス（5地域で11件）、ドイツ（2施設でそ
れぞれ1例ずつ）およびイギリス（サラブレッド種
の1歳馬3例を含む1件）で発生した。EHV-2および 
EHV-5感染による複数の症例が、米国のテキサス
州とケンタッキー州で確認された。
　馬動脈炎ウイルスの持続感染が、ドイツの種牡
馬1例で確認された。また、スイスにおいても同様
の感染が1例報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）が、フランス（フリージアン
種1例）および米国（クォーターホース種競走馬1
例）で発生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランスおよびUAEで風
土病として発生した。
　レプトスピラ性流産が、フランスにおいてサラ
ブレッド種牝馬で1例診断された。米国では、ノカ
ルジア性胎盤炎および流産が2例確認された。
　Salmonella Abortusequi感染（馬パラチフス）が、
シンガポールの同一施設において５例の非サラブ
レッド種の牡馬で報告された。罹患馬はサーカス
集団に所属するパフォーマンス馬であった。アイ
ルランドでは、異なる施設で3件のサルモネラ症
の発生が報告された。スイスでは、S. enteritidisに
よるサルモネラ症が1例発生した。
　米国においてC. perfringens A型菌によるクロス
トリジウム腸炎および仔馬における増殖性腸症が
数例確認された。
　東部馬脳炎が米国において25例確認され、これ
で米国における2014年全期間の合計発生数は
139例となった。そのほとんどは、フロリダ州、ル
イジアナ州、ニューヨーク州およびノースカロラ
イナ州で確認された。
　ウエストナイル脳炎が米国で74例確認され、こ
れで米国における年間合計発生数は140例となっ
た。テキサス州、オクラホマ州、カリフォルニア州
およびミズーリ州では、最も多くの症例が確認さ
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確認された。
破傷風が、日本の2施設でそれぞれ1例認められ
た。
　ゲタウイルス感染症が、美浦トレーニング・セン
ターで発生し、発熱馬49例中25例が本症と診断さ
れたが、重症となるような疾患ではない。
　ロドコッカス症が米国で風土病として発生し
た。スイスでは、ボレリア感染症が貧血を伴う1頭
のウマで報告されたが、治療が成功した。
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ウマの国際間輸送における問題
　高額な保険が掛けられ国際間輸送されている馬
の正確な頭数を算定することは難しく、このこと
が保険をかける際に実施される正確な「リスク評
価」を困難にしている。2014年の一年間に1,003頭
のイギリスを拠点とするサラブレッド競走馬がイ
ギリス国外の競走に出走した。内訳は、フランス

（417頭）、アイルランド（249頭）、ドバイ（144頭）、
チャンネル諸島（75頭）、米国（34頭）、ドイツ（22
頭）、オーストラリア（15頭）、トルコ（12頭）、スイ
ス（9頭）、カナダ（7頭）、スウェーデン（7頭）、香港

（5頭）、イタリア（2頭）、シンガポール（2頭）、チェ
コ共和国（2頭）、日本（1頭）およびスペイン（1頭）
だった。FE I（国際馬術連盟（仏：Fédé r a t i on  
Equestre Internationale））主催の国際的なイベン
トは、1996年に350回開催されたが、その開催数
は、1999年には657回、2006年には1,530回、さら
に2011年には3,215回まで飛躍的に増加した。種
牡馬は、北半球と南半球を往復する。他の馬術分野
やウマに関連した活動におけるウマの国際間輸送
に関する情報は、あまり報告されていないが、米国
と同様に、日本やオーストラリアでは、国内の地方
間において長距離輸送されている。
　長距離輸送は、ウマに様々な問題を引き起こす
可能性がある。馬運車あるいは飛行機内に拘束さ
れることにより、通常の飼養環境で起こり得るす
べての問題から逃れられるわけではない。外傷、疝
痛、そして疾病を発症する可能性は常にあり、「習
慣により行動する動物」であるウマが、慣れない環

境で馴染みのないウマと一緒に輸送されれば、間
違いなくそうしたリスクが増加してしまう。検疫
と隔離は、常に実施すべきであると提唱されてい
るが、国際間輸送のように義務でない限り、必ずし
も徹底されていない。しかしどのようなものでも
完全な保証ではない。日本とオーストラリアにお
ける動物衛生当局の対応をもってさえも、2007年
にオーストラリアにおける馬インフルエンザの侵
入を阻止することができなかった。 
　しかしながら、長距離輸送に関連した主要な問
題は、いわゆる「輸送熱」としてホースマンに広く
知られている胸膜炎と肺炎の併発である。獣医師
が、たいていは高度な診断法がない状況で、輸送後
の発熱が治療可能な輸送熱なのか、海外伝染病の
可能性があるのかを鑑別診断することは困難であ
る。輸送熱の発病率に関する報告は、この問題の重
大さを示す。米国に輸入され、ニューヨークあるい
はロサンゼルスに到着するウマの11～12%が発
熱し、香港への空輸のうち60%において、到着時に
少なくとも1例のウマが輸送熱を発症した。 
　診断法が進歩し、周囲の関心が高まり、より良い
治療法が行われることによって、これらの輸送熱
の大部分の症例は、すぐに治療が開始されれば問
題なく回復するであろう。治療の遅れは時に致死
的であり、診断や治療の開始が早ければ早いほど、
結果も良いものとなる。飛行機内あるいは長距離
輸送の中間地点において、経験豊富なウマの臨床
獣医師による診断を受けることで迅速な発見が容
易となる。高価なウマの輸送のすべてに獣医師が
帯同するわけではない。保険業者が獣医師の帯同
を要求することは、それが保険業者にとって最大
の利益となるからである。

連絡先：
Dr. D.P. Leadon, dleadon@equine-centre.ie 
Consultant, Irish Equine Centre 
Specialist in Equine Medicine 
Johnstown, Co. Kildare, Ireland
 
再興感染症
　 し ば し ば「 新 興（ e m e r g e n t ）」と「 再 興

（re-emergent）」という用語は、それぞれの意味を

深く考えずに、あるひとつの伝染病について述べ
る際に、ほとんど同じ意味の用語として用いられ
ている。これらの用語は同義語ではない以上、意味
を区別することは重要である。「新興」という用語
は、その疾患に関する報告が今までない集団にお
いて、初めて記録された発生に用いる。一方、「再
興」感染症とは、過去に発生したことがあるが、よ
り強い病原性の株が出現したか、あるいは以前と
は異なる疫学的状況で発生した際に用いられる。 
　病原体、宿主動物または環境を含む多種多様な
要因が、新興感染症あるいは再新興感染症の発生
に関与している。これらの多様な要因として、微生
物の変化と適応、宿主動物の感染に対する感受性、
気候の変化、生態系の変化、人口動態、国際貿易の
動向および土地利用などが挙げられる。ヒト、動物
および植物の新興ならびに再興感染症の数は、よ
り高度な技術が利用できるようになり、従来は未
発見の病原体が、宿主内や環境中から検出できる
ようになったため、増加し続けている。
　様々な再興感染症が知られており、ウマ科の動
物に宿主が限定される疾病もあれば、その一方で
ウマ以外の家畜および／あるいは野生動物に感染
する疾病もある。よく知られている疾患の多くは、
ウイルス性疾患である。1989年に中国で発生した
馬インフルエンザウイルス株（A/equine/Jilin/89

（H3N8））は、暴露されたウマの集団で非常に高い
罹患率と致死率を示した。非常に幸いなことに、こ
の株が中国国外に広がることはなかった。
　その他の再興感染症の例としては、1993年と
1996年にメキシコのチアパス州並びにオアハカ
州で発生したサブタイプ1Eウイルスによるベネ
ズエラ馬脳炎がある。いずれの発生においても、前
例のない臨床的発病率と中等度の致死率が見られ
た。これらの発生以前には、サブタイプ1Eウイル
スがウマに対して重要な疾患を引き起こし、死亡
させるということは認識されていなかった（訳注：
通常、流行を起こすのは1ABおよび１Cサブタイプ
のウイルスである）。 
　ウマで最も広く知られている再興感染症は、馬
ヘルペスウイルス1型によるEHV-1脊髄脳症であ
る。病原性の強いウイルス株が、特に過去15年に
おけるヨーロッパおよび北米における主な発生の

原因となっている。神経病原性の増大は主に、ウイ
ルスのDNAポリメラーゼ遺伝子の触媒サブユニッ
トにおける１塩基置換が関係している。ウマがこ
の変異株に感染すると、重篤な臨床症状を示し、死
亡率が高くなることがある。 
　前述のように、感染症が以前と異なる疫学状況
で発生した場合、再興感染症として捉えられる。こ
の基準を満たし特にウマに関連した疾病として
は、ウエストナイル脳炎と馬脳症の二つがある。 
　米国では1999年に初めて発見されたウエスト
ナイルウイルスは、ワクチン非接種馬に、毎年非常
に大きな損失をもたらしている。イスラエルで
2008年に確認された馬脳症は、アフリカ大陸以外
で本症が報告された最初の例であった。 
　更なるウマの新興あるいは再興感染症が、これ
から数年内に間違いなく出現するであろう。それ
ら感染症のあるものは、いくつかの国の馬産業に
重大な経済的影響をもたらすかも知れない。その
ような疾病を早期に認識することは、影響を最小
限に食い止めるために最も重要なことである。

連絡先：
Dr .  P e t e r  T im o n e y ,  ( 8 5 9 )  2 1 8 - 1 0 94 ,  
ptimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
馬の泌尿器疾患 
　原発性腎疾患はウマ科では稀な疾患である。し
かし、他の疾病の経過に伴い急性の腎不全（AKI : 
acute kidney injury）が進行した場合、病態を悪化
させ、死亡率を上昇させる深刻な合併症となる。毎
年およそ2,000例のウマがミシガン州立大学の動
物病院を受診し、その約4%が腎機能不全により、
血中の老廃物量が多く（血清中クレアチニン濃度

［Cr］＞2.5mg/dL［220 μmol/L］の高窒素血症）、
1％はさらに重度の高窒素血症であり、血中クレ
アチニン濃度は5.0mg/dL（440μmol/L）を超え
る。 
　研究により、疝痛あるいは大腸炎を発症し、持続
性の高窒素血症（3日間治療後も改善しない場合）
を呈しているウマは、高窒素血症が改善したウマ

に比較して、死亡あるいは安楽殺処置される割合
が3倍以上であることが明らかとなった。それ故
に腎機能障害を迅速に認識すること、腎臓に障害
を与える（腎毒性の）薬物の使用を最小限に留める
こと、そして適切な支持療法の策定は、罹患馬の予
後に重要である。
　非ステロイド性抗炎症剤（NSAID）の予期できな
い副作用を軽減するため、シクロオキシゲナーゼ
-2（COX-2）に対してより阻害効果があるNSAIDが
開発されている。これら選択的COX-2阻害薬が、非
選択的COX阻害薬（フェニルブタゾンやフルニキ
シンメグルミンなど）に比較して、腎機能への副作
用が少ないという誤解が生じている。しかし、
COX-2は腎臓の血流維持において重要な役割を果
たしているため、COX-2 選択的NSAIDの使用を腎
保護療法として見なすべきではない。
　慢性腎不全（CKD：chronic kidney disease）は、
AKIが完全に改善されずに組織の変性や線維化

（90%以上の症例）が進行した場合や免疫介在性腎
疾患（10%未満の症例）を原因として生じる。稀に
発達異常（腎無形成、腎形成不全、腎形成異常また
は多発性腎嚢胞）と関連する場合もある。CKDの症
状は漠然としており、パフォーマンス低下あるい
は健康状態の悪化として表れる。しかし、CKDは高
窒素血症、高カルシウム血症、非濃縮尿（等調尿）な
どの特徴的な臨床検査の異常所見、超音波検査の
異常所見や腎石（腎結石）の存在等によって容易に
診断できる。ヒトとは異なり、腎石が尿の排泄を障
害しない限り、CKDのウマにとってその除去は意
味が無い。
　CKDは本来、進行性の疾患であるが、進行の速さ
は患畜によって大きく異なる。栄養（牧草は理想的
な食餌である）を通して体の状態を維持し、腎毒性
のある薬物の使用を避けることが補助的治療の主
体となる。免疫介在性腎疾患および蛋白尿のウマ
では、副腎皮質ステロイドとアンジオテンシン変
換酵素阻害薬による治療も有効な場合がある。ま
た、イヌやネコにオメガ-3脂肪酸を補給すること
で、CKDの進行を抑制できたことが報告されてお
り、この方法もまた考慮に値する（牧草はオメガ-3
脂肪酸の理想的な供給源である）。長期間で見ると
CKDの予後は不良であるが、ウマは数ヶ月から数

年にわたり健康な状態で過ごすことができる。
　最後に、膀胱結石症、尿失禁および尿中の血液混
在（血尿症）などの下部尿路疾患は、上部尿路疾患
より実際に多く認められる。ウマが通常尿中に多
量の炭酸カルシウムとシュウ酸塩結晶を排出する
ことを考慮すると、尿路桔石（尿石症）がイヌより
ウマで少ないことはいくらか驚きである。それに
も関わらず、ウマ科の膀胱結石再症の発率は50%
近くあり、このことは罹患馬が遺伝的素因を有し
ているということを示唆する。出産や外傷、神経疾
患あるいは不明な原因に起因する膀胱筋機能不全
のウマは、膀胱の拡張および溢流性尿失禁が進行
する。膀胱結石と混同されがちであるが、罹患馬の
膀胱内には大きな尿結石が蓄積していることがあ
る。しかし、この問題（砂状の尿石症）は膀胱洗浄に
よって治療することができるため、不要な膀胱切
開術を行うべきではない。 
　最後に、新たに発生した症候群である致命的な
特発性腎性血尿症は、アラビア種およびその混血
馬で認められている。著者は、本疾患に遺伝的根拠
があるかどうかについて研究しており、疑わしい
症例について、ご一報いただければ感謝いたしま
す。

連絡先：
Dr .  Ha ro l d  S cho t t  I I ,  ( 517 )  353 -9710 ,  
schott@cvm.msu.edu
Michigan State University Veterinary Medical 
Center 
East Lansing, Michigan
 
ケンタッキー州の馬産業　回復示す
　馬産業は、長年に亘りケンタッキーの農業経済
において代名詞的部門であった。ブルーグラス州

（訳注：ケンタッキー州のニックネーム）の農業分
野では、馬による収益は、何年もの間タバコの買取
りに次いで高く、経済を支える主要なものの一つ
であった。しかし、多くの経済部門がそうであった
ように、馬市場も不況にかなりの影響を受けた。
キーンランドセールは、ケンタッキー州の馬取引
の主要な牽引役であるが、2007年から2010年に
かけて53%減少した。その時以来、馬市場は大きく

回復している。2014年のキーンランドセールで
は、2010年から40%増加した。図1は、2007年から
2010年まで販売額が減少しているが、2014年に
かけて回復していることを示している。 
　セールの売上高に加えて、種付け料は馬産業に
おける重要な収入源である。図2は、サラブレッド
生 産 者 に 対 す る 奨 励 基 金（ K e n t u c k y  
Thoroughbred Breeder’s Incentive Fund）の支払い
に基づく、ケンタッキー州における種付け料によ
る収益の概算を示している。この概算は、控えめで
ある。なぜなら、人工授精、種牡馬と牝馬が同一
オーナーの場合、種付けや子馬の権利を共同所有
する場合等のように、全てが売上税の対象になる
わけではないからである。しかしながら、収益の傾
向は、この期間における種付けの傾向を反映して
いると思われる。図2によると、種付け料による収
益は、2007年から2010年まで減少傾向が続いた
ものの、それ以降は若干の改善を示している。 
　種付け料の収益は、種付け料と牝馬の出産数の
二つの要因に基づくことを思い出して欲しい。種
付け料の収益を増やす唯一の確実な方法は、それ
らの二つの要因を共に改善することである。
ジョッキークラブスタッド作成による2015年ケ
ンタッキー実情調査書によれば、種付け料がここ
数年、上昇傾向にある一方で、ケンタッキーの種牡
馬によって種付けした牝馬の数は2008年にピー
クに達し、その後徐々に減少し、2013に初めて上
昇傾向に転じた。 
　2013年に改善された売上レベルが2014年も維
持されたという事実は、昨年からの馬市場にとっ
て良い兆しであり、2008年から2010年にかけて
の落ち込みから大きく回復していくであろうこと
を示す。売上高が改善されることで、売上高ほどの
改善が見られなかった種付け料も、翌年は回復す
ることが期待できる。ウマというものが農業の現

金収入源の大部分を占め、二次的および三次的に
も経済に大きく影響しているケンタッキー州に
とって、馬市場の広範囲に亘る回復は朗報である。

連絡先：
Dr. Kenny Burdine, (859) 257-7273, 
kburdine@uky.edu
D r .  C .  J i l l  S t o w e ,  ( 8 5 9 )  2 5 7 - 7 2 5 6 ,  
jill.stowe@uky.edu
Department of Agricultural Economics 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　入院が必要なウマに対して、我々は可能な限り
最高の管理を期待する。しかし、ヒトの病院と同様
に、入院馬を安全にかつ健康的に管理するために
は様々な課題がある。その一つに挙げられるのは、
院内感染への対策である。ヒトの病院では、患者の
5%が医療関連感染症に罹患すると推定されてい
る。我々は、ウマでも同程度の発生があるだろうと
推測している。
　まず、いくつかの重要な問題を念頭に置かなけ
ればならない。日和見感染症の原因微生物（細菌、
真菌およびウイルス）は、入院馬に影響を及ぼすこ
とがある。これらのバグ（bug：虫や微生物の俗な
呼称）の多くは、たった1頭の入院馬によって持ち
こまれ、その馬に病気を起こさないまま、院内にば
ら撒かれる可能性がある。そして、診断・治療機器
やその他の器材を汚染していく。また、臨床症状を
呈する前の潜伏期間中に、微生物を周囲にばら撒
いている動物もいるであろう。これらのことから、
病院のあらゆる場所の日常的な清掃、消毒および
手指衛生の徹底が必要であると強調しておく。 
　二つ目に、どんなに最善をつくしても、院内感染
が起こることがある。ウマの病院は、ヒトの病院と
は異なる。干し草や埃があり、馬房は木材とコンク
リートでできている。ウマは、体が大きく（1,200
ポンド（545 kg）以上）、密集した被毛で覆われて
おり、さらに1日当たり50 ポンド（23 kg）の糞尿
を排泄する。床や壁などほとんどの表面が簡単に
清掃、消毒できるヒトの病院でさえ、感染症のコン
トロールは一つの課題である。ウマの入院の際に
は、常に院内感染症のリスクがつきまとう。ウマに
よっては免疫が低下しており、より日和見感染症
のリスクにさらされる。そのため、獣医師は、すべ
ての入院馬に潜在的リスクがあることを説明する
必要がある。通常、入院馬のオーナーには、入院お
よび退院時に医療関連感染症の可能性について説

明がなされる。 
　さらに、今やウマに対しても実施できるように
なった高度かつ集中的な治療に対しても考慮しな
くてはならない。これらには、長期間に亘る経静脈
療法、酸素吸入や機械的人工換気法など、重篤な患
馬に対して用いられるいくつかの先進的な治療法
が含まれる。患馬の入院が長期化すればするほど、
日和見感染症に罹患する可能性は大きくなってい
く。 
　院内感染の対策にはコストがかかる。最近の調
査では、38の大学の動物病院のうち31の病院で、
調査までの5年間に院内感染症が発生したと報告
した。なかには病院を閉鎖した事例もあった。その
ため、多くのウマの病院では、環境汚染の可能性を
減らすための手順書を作成し、厳格な隔離と検疫
手順を遵守している。これらの方針は、オーナーの
来院時に一定の制限を与えるかもしれないが、尊
重すべきである。オーナーは、他の入院馬との接触
を控え、衣服、手指および履物を介して病院の環境
中あるいは他のウマへ、院内感染の原因となりう
る病原体を持ち込む可能性があることを認識しな
くてはならない。防疫対策の一環として、オーナー
は、入院馬の見舞いの際に、防護服、シューズカ
バー、手袋等の着用を求められることがある。
　総括すると、病院内に潜んでいるリスクの認識、
適切な清掃および消毒作業の実施、そして適切な
手指の衛生管理の実践により、院内感染症を減ら
すことができる。オーナーは、これらのリスクを認
識し、さらに自身の牧場においても病原体の拡散
を抑制するための防疫対策を改善する必要があ
る。

連絡先：
D r .  J e ff  B e n d e r ,  ( 6 1 2 )  6 2 5 - 6 2 0 3 ,  
bende002@umn.edu

University of Minnesota Veterinary Medical 
Center 
St. Paul, Minnesota

 
国際情報
2014年第4四半期*
　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。
　アフリカ馬疫が、風土病として存在している南
アフリカの四つの州で発生した。
　米国での水胞性口炎の発生は継続し、全て
ニュージャージー株によるものであった。本症は、
新たに68施設で確認され、内訳はコロラド州60施
設、テキサス州7施設およびネブラスカ州1施設で
あった。2014年全体では、コロラド州の17郡、テ
キサス州の13郡、ネブラスカ州の1郡で発生し、
433施設において584頭のウマと60頭のウシで感
染が確認された。
　腺疫がフランス、ドイツ、アイルランド、スイス
および米国で発生した。フランスでは、18地域で
合計23件の発生が確認された。ドイツでは、3地域
において散発的に発生が報告された。アイルラン
ドでは、レンスター地方（訳注：アイルランド東部）
からマンスター地方（アイルランド南西部）にかけ
て14例の発生が確認された。スイスでは、2件の発
生が報告され、その内1件では、１つの牧場で感染
の可能性のあった100頭のうち50頭が感染した。
本症は米国では風土病とされており、7州の22施
設で41例の発生が確認された。
　馬インフルエンザがフランス、イギリスおよび
米国で発生した。フランスでは、4件発生した。イ
ギリスでは15郡で、ウマ、ポニー、ロバに18件発生
し、そのほとんどはワクチン未接種であった。米国
では風土病であり、フロリダ州、ケンタッキー州、
オレゴン州およびワシントン州で発生が確認され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患が、フランス、ドイツ、日本、南アフリカ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。EHV-1による呼
吸器疾患は、フランス（6件）、ドイツ（2件）、スイス

（1例）、英国（3件、いずれもロバに発生）および米
国で確認された。EHV-1による流産は、日本（5施設
で散発的に発生。いずれもワクチン接種済みのサ
ラブレッド種）、南アフリカ（1例）および米国（2
例）で発生した。EHV-１脊髄脳症が、米国アイダホ
州で2例のウマに発生した。EHV-4による呼吸器疾
患が、フランス（5地域で11件）、ドイツ（2施設でそ
れぞれ1例ずつ）およびイギリス（サラブレッド種
の1歳馬3例を含む1件）で発生した。EHV-2および 
EHV-5感染による複数の症例が、米国のテキサス
州とケンタッキー州で確認された。
　馬動脈炎ウイルスの持続感染が、ドイツの種牡
馬1例で確認された。また、スイスにおいても同様
の感染が1例報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）が、フランス（フリージアン
種1例）および米国（クォーターホース種競走馬1
例）で発生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランスおよびUAEで風
土病として発生した。
　レプトスピラ性流産が、フランスにおいてサラ
ブレッド種牝馬で1例診断された。米国では、ノカ
ルジア性胎盤炎および流産が2例確認された。
　Salmonella Abortusequi感染（馬パラチフス）が、
シンガポールの同一施設において５例の非サラブ
レッド種の牡馬で報告された。罹患馬はサーカス
集団に所属するパフォーマンス馬であった。アイ
ルランドでは、異なる施設で3件のサルモネラ症
の発生が報告された。スイスでは、S. enteritidisに
よるサルモネラ症が1例発生した。
　米国においてC. perfringens A型菌によるクロス
トリジウム腸炎および仔馬における増殖性腸症が
数例確認された。
　東部馬脳炎が米国において25例確認され、これ
で米国における2014年全期間の合計発生数は
139例となった。そのほとんどは、フロリダ州、ル
イジアナ州、ニューヨーク州およびノースカロラ
イナ州で確認された。
　ウエストナイル脳炎が米国で74例確認され、こ
れで米国における年間合計発生数は140例となっ
た。テキサス州、オクラホマ州、カリフォルニア州
およびミズーリ州では、最も多くの症例が確認さ
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確認された。
破傷風が、日本の2施設でそれぞれ1例認められ
た。
　ゲタウイルス感染症が、美浦トレーニング・セン
ターで発生し、発熱馬49例中25例が本症と診断さ
れたが、重症となるような疾患ではない。
　ロドコッカス症が米国で風土病として発生し
た。スイスでは、ボレリア感染症が貧血を伴う1頭
のウマで報告されたが、治療が成功した。

＊オーストラリア第3四半期報告書より
 
ウマの国際間輸送における問題
　高額な保険が掛けられ国際間輸送されている馬
の正確な頭数を算定することは難しく、このこと
が保険をかける際に実施される正確な「リスク評
価」を困難にしている。2014年の一年間に1,003頭
のイギリスを拠点とするサラブレッド競走馬がイ
ギリス国外の競走に出走した。内訳は、フランス

（417頭）、アイルランド（249頭）、ドバイ（144頭）、
チャンネル諸島（75頭）、米国（34頭）、ドイツ（22
頭）、オーストラリア（15頭）、トルコ（12頭）、スイ
ス（9頭）、カナダ（7頭）、スウェーデン（7頭）、香港

（5頭）、イタリア（2頭）、シンガポール（2頭）、チェ
コ共和国（2頭）、日本（1頭）およびスペイン（1頭）
だった。FE I（国際馬術連盟（仏：Fédé r a t i on  
Equestre Internationale））主催の国際的なイベン
トは、1996年に350回開催されたが、その開催数
は、1999年には657回、2006年には1,530回、さら
に2011年には3,215回まで飛躍的に増加した。種
牡馬は、北半球と南半球を往復する。他の馬術分野
やウマに関連した活動におけるウマの国際間輸送
に関する情報は、あまり報告されていないが、米国
と同様に、日本やオーストラリアでは、国内の地方
間において長距離輸送されている。
　長距離輸送は、ウマに様々な問題を引き起こす
可能性がある。馬運車あるいは飛行機内に拘束さ
れることにより、通常の飼養環境で起こり得るす
べての問題から逃れられるわけではない。外傷、疝
痛、そして疾病を発症する可能性は常にあり、「習
慣により行動する動物」であるウマが、慣れない環

境で馴染みのないウマと一緒に輸送されれば、間
違いなくそうしたリスクが増加してしまう。検疫
と隔離は、常に実施すべきであると提唱されてい
るが、国際間輸送のように義務でない限り、必ずし
も徹底されていない。しかしどのようなものでも
完全な保証ではない。日本とオーストラリアにお
ける動物衛生当局の対応をもってさえも、2007年
にオーストラリアにおける馬インフルエンザの侵
入を阻止することができなかった。 
　しかしながら、長距離輸送に関連した主要な問
題は、いわゆる「輸送熱」としてホースマンに広く
知られている胸膜炎と肺炎の併発である。獣医師
が、たいていは高度な診断法がない状況で、輸送後
の発熱が治療可能な輸送熱なのか、海外伝染病の
可能性があるのかを鑑別診断することは困難であ
る。輸送熱の発病率に関する報告は、この問題の重
大さを示す。米国に輸入され、ニューヨークあるい
はロサンゼルスに到着するウマの11～12%が発
熱し、香港への空輸のうち60%において、到着時に
少なくとも1例のウマが輸送熱を発症した。 
　診断法が進歩し、周囲の関心が高まり、より良い
治療法が行われることによって、これらの輸送熱
の大部分の症例は、すぐに治療が開始されれば問
題なく回復するであろう。治療の遅れは時に致死
的であり、診断や治療の開始が早ければ早いほど、
結果も良いものとなる。飛行機内あるいは長距離
輸送の中間地点において、経験豊富なウマの臨床
獣医師による診断を受けることで迅速な発見が容
易となる。高価なウマの輸送のすべてに獣医師が
帯同するわけではない。保険業者が獣医師の帯同
を要求することは、それが保険業者にとって最大
の利益となるからである。

連絡先：
Dr. D.P. Leadon, dleadon@equine-centre.ie 
Consultant, Irish Equine Centre 
Specialist in Equine Medicine 
Johnstown, Co. Kildare, Ireland
 
再興感染症
　 し ば し ば「 新 興（ e m e r g e n t ）」と「 再 興

（re-emergent）」という用語は、それぞれの意味を

深く考えずに、あるひとつの伝染病について述べ
る際に、ほとんど同じ意味の用語として用いられ
ている。これらの用語は同義語ではない以上、意味
を区別することは重要である。「新興」という用語
は、その疾患に関する報告が今までない集団にお
いて、初めて記録された発生に用いる。一方、「再
興」感染症とは、過去に発生したことがあるが、よ
り強い病原性の株が出現したか、あるいは以前と
は異なる疫学的状況で発生した際に用いられる。 
　病原体、宿主動物または環境を含む多種多様な
要因が、新興感染症あるいは再新興感染症の発生
に関与している。これらの多様な要因として、微生
物の変化と適応、宿主動物の感染に対する感受性、
気候の変化、生態系の変化、人口動態、国際貿易の
動向および土地利用などが挙げられる。ヒト、動物
および植物の新興ならびに再興感染症の数は、よ
り高度な技術が利用できるようになり、従来は未
発見の病原体が、宿主内や環境中から検出できる
ようになったため、増加し続けている。
　様々な再興感染症が知られており、ウマ科の動
物に宿主が限定される疾病もあれば、その一方で
ウマ以外の家畜および／あるいは野生動物に感染
する疾病もある。よく知られている疾患の多くは、
ウイルス性疾患である。1989年に中国で発生した
馬インフルエンザウイルス株（A/equine/Jilin/89

（H3N8））は、暴露されたウマの集団で非常に高い
罹患率と致死率を示した。非常に幸いなことに、こ
の株が中国国外に広がることはなかった。
　その他の再興感染症の例としては、1993年と
1996年にメキシコのチアパス州並びにオアハカ
州で発生したサブタイプ1Eウイルスによるベネ
ズエラ馬脳炎がある。いずれの発生においても、前
例のない臨床的発病率と中等度の致死率が見られ
た。これらの発生以前には、サブタイプ1Eウイル
スがウマに対して重要な疾患を引き起こし、死亡
させるということは認識されていなかった（訳注：
通常、流行を起こすのは1ABおよび１Cサブタイプ
のウイルスである）。 
　ウマで最も広く知られている再興感染症は、馬
ヘルペスウイルス1型によるEHV-1脊髄脳症であ
る。病原性の強いウイルス株が、特に過去15年に
おけるヨーロッパおよび北米における主な発生の

原因となっている。神経病原性の増大は主に、ウイ
ルスのDNAポリメラーゼ遺伝子の触媒サブユニッ
トにおける１塩基置換が関係している。ウマがこ
の変異株に感染すると、重篤な臨床症状を示し、死
亡率が高くなることがある。 
　前述のように、感染症が以前と異なる疫学状況
で発生した場合、再興感染症として捉えられる。こ
の基準を満たし特にウマに関連した疾病として
は、ウエストナイル脳炎と馬脳症の二つがある。 
　米国では1999年に初めて発見されたウエスト
ナイルウイルスは、ワクチン非接種馬に、毎年非常
に大きな損失をもたらしている。イスラエルで
2008年に確認された馬脳症は、アフリカ大陸以外
で本症が報告された最初の例であった。 
　更なるウマの新興あるいは再興感染症が、これ
から数年内に間違いなく出現するであろう。それ
ら感染症のあるものは、いくつかの国の馬産業に
重大な経済的影響をもたらすかも知れない。その
ような疾病を早期に認識することは、影響を最小
限に食い止めるために最も重要なことである。

連絡先：
Dr .  P e t e r  T im o n e y ,  ( 8 5 9 )  2 1 8 - 1 0 94 ,  
ptimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
馬の泌尿器疾患 
　原発性腎疾患はウマ科では稀な疾患である。し
かし、他の疾病の経過に伴い急性の腎不全（AKI : 
acute kidney injury）が進行した場合、病態を悪化
させ、死亡率を上昇させる深刻な合併症となる。毎
年およそ2,000例のウマがミシガン州立大学の動
物病院を受診し、その約4%が腎機能不全により、
血中の老廃物量が多く（血清中クレアチニン濃度

［Cr］＞2.5mg/dL［220 μmol/L］の高窒素血症）、
1％はさらに重度の高窒素血症であり、血中クレ
アチニン濃度は5.0mg/dL（440μmol/L）を超え
る。 
　研究により、疝痛あるいは大腸炎を発症し、持続
性の高窒素血症（3日間治療後も改善しない場合）
を呈しているウマは、高窒素血症が改善したウマ

に比較して、死亡あるいは安楽殺処置される割合
が3倍以上であることが明らかとなった。それ故
に腎機能障害を迅速に認識すること、腎臓に障害
を与える（腎毒性の）薬物の使用を最小限に留める
こと、そして適切な支持療法の策定は、罹患馬の予
後に重要である。
　非ステロイド性抗炎症剤（NSAID）の予期できな
い副作用を軽減するため、シクロオキシゲナーゼ
-2（COX-2）に対してより阻害効果があるNSAIDが
開発されている。これら選択的COX-2阻害薬が、非
選択的COX阻害薬（フェニルブタゾンやフルニキ
シンメグルミンなど）に比較して、腎機能への副作
用が少ないという誤解が生じている。しかし、
COX-2は腎臓の血流維持において重要な役割を果
たしているため、COX-2 選択的NSAIDの使用を腎
保護療法として見なすべきではない。
　慢性腎不全（CKD：chronic kidney disease）は、
AKIが完全に改善されずに組織の変性や線維化

（90%以上の症例）が進行した場合や免疫介在性腎
疾患（10%未満の症例）を原因として生じる。稀に
発達異常（腎無形成、腎形成不全、腎形成異常また
は多発性腎嚢胞）と関連する場合もある。CKDの症
状は漠然としており、パフォーマンス低下あるい
は健康状態の悪化として表れる。しかし、CKDは高
窒素血症、高カルシウム血症、非濃縮尿（等調尿）な
どの特徴的な臨床検査の異常所見、超音波検査の
異常所見や腎石（腎結石）の存在等によって容易に
診断できる。ヒトとは異なり、腎石が尿の排泄を障
害しない限り、CKDのウマにとってその除去は意
味が無い。
　CKDは本来、進行性の疾患であるが、進行の速さ
は患畜によって大きく異なる。栄養（牧草は理想的
な食餌である）を通して体の状態を維持し、腎毒性
のある薬物の使用を避けることが補助的治療の主
体となる。免疫介在性腎疾患および蛋白尿のウマ
では、副腎皮質ステロイドとアンジオテンシン変
換酵素阻害薬による治療も有効な場合がある。ま
た、イヌやネコにオメガ-3脂肪酸を補給すること
で、CKDの進行を抑制できたことが報告されてお
り、この方法もまた考慮に値する（牧草はオメガ-3
脂肪酸の理想的な供給源である）。長期間で見ると
CKDの予後は不良であるが、ウマは数ヶ月から数

年にわたり健康な状態で過ごすことができる。
　最後に、膀胱結石症、尿失禁および尿中の血液混
在（血尿症）などの下部尿路疾患は、上部尿路疾患
より実際に多く認められる。ウマが通常尿中に多
量の炭酸カルシウムとシュウ酸塩結晶を排出する
ことを考慮すると、尿路桔石（尿石症）がイヌより
ウマで少ないことはいくらか驚きである。それに
も関わらず、ウマ科の膀胱結石再症の発率は50%
近くあり、このことは罹患馬が遺伝的素因を有し
ているということを示唆する。出産や外傷、神経疾
患あるいは不明な原因に起因する膀胱筋機能不全
のウマは、膀胱の拡張および溢流性尿失禁が進行
する。膀胱結石と混同されがちであるが、罹患馬の
膀胱内には大きな尿結石が蓄積していることがあ
る。しかし、この問題（砂状の尿石症）は膀胱洗浄に
よって治療することができるため、不要な膀胱切
開術を行うべきではない。 
　最後に、新たに発生した症候群である致命的な
特発性腎性血尿症は、アラビア種およびその混血
馬で認められている。著者は、本疾患に遺伝的根拠
があるかどうかについて研究しており、疑わしい
症例について、ご一報いただければ感謝いたしま
す。

連絡先：
Dr .  Ha ro l d  S cho t t  I I ,  ( 517 )  353 -9710 ,  
schott@cvm.msu.edu
Michigan State University Veterinary Medical 
Center 
East Lansing, Michigan
 
ケンタッキー州の馬産業　回復示す
　馬産業は、長年に亘りケンタッキーの農業経済
において代名詞的部門であった。ブルーグラス州

（訳注：ケンタッキー州のニックネーム）の農業分
野では、馬による収益は、何年もの間タバコの買取
りに次いで高く、経済を支える主要なものの一つ
であった。しかし、多くの経済部門がそうであった
ように、馬市場も不況にかなりの影響を受けた。
キーンランドセールは、ケンタッキー州の馬取引
の主要な牽引役であるが、2007年から2010年に
かけて53%減少した。その時以来、馬市場は大きく

回復している。2014年のキーンランドセールで
は、2010年から40%増加した。図1は、2007年から
2010年まで販売額が減少しているが、2014年に
かけて回復していることを示している。 
　セールの売上高に加えて、種付け料は馬産業に
おける重要な収入源である。図2は、サラブレッド
生 産 者 に 対 す る 奨 励 基 金（ K e n t u c k y  
Thoroughbred Breeder’s Incentive Fund）の支払い
に基づく、ケンタッキー州における種付け料によ
る収益の概算を示している。この概算は、控えめで
ある。なぜなら、人工授精、種牡馬と牝馬が同一
オーナーの場合、種付けや子馬の権利を共同所有
する場合等のように、全てが売上税の対象になる
わけではないからである。しかしながら、収益の傾
向は、この期間における種付けの傾向を反映して
いると思われる。図2によると、種付け料による収
益は、2007年から2010年まで減少傾向が続いた
ものの、それ以降は若干の改善を示している。 
　種付け料の収益は、種付け料と牝馬の出産数の
二つの要因に基づくことを思い出して欲しい。種
付け料の収益を増やす唯一の確実な方法は、それ
らの二つの要因を共に改善することである。
ジョッキークラブスタッド作成による2015年ケ
ンタッキー実情調査書によれば、種付け料がここ
数年、上昇傾向にある一方で、ケンタッキーの種牡
馬によって種付けした牝馬の数は2008年にピー
クに達し、その後徐々に減少し、2013に初めて上
昇傾向に転じた。 
　2013年に改善された売上レベルが2014年も維
持されたという事実は、昨年からの馬市場にとっ
て良い兆しであり、2008年から2010年にかけて
の落ち込みから大きく回復していくであろうこと
を示す。売上高が改善されることで、売上高ほどの
改善が見られなかった種付け料も、翌年は回復す
ることが期待できる。ウマというものが農業の現

金収入源の大部分を占め、二次的および三次的に
も経済に大きく影響しているケンタッキー州に
とって、馬市場の広範囲に亘る回復は朗報である。

連絡先：
Dr. Kenny Burdine, (859) 257-7273, 
kburdine@uky.edu
D r .  C .  J i l l  S t o w e ,  ( 8 5 9 )  2 5 7 - 7 2 5 6 ,  
jill.stowe@uky.edu
Department of Agricultural Economics 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　入院が必要なウマに対して、我々は可能な限り
最高の管理を期待する。しかし、ヒトの病院と同様
に、入院馬を安全にかつ健康的に管理するために
は様々な課題がある。その一つに挙げられるのは、
院内感染への対策である。ヒトの病院では、患者の
5%が医療関連感染症に罹患すると推定されてい
る。我々は、ウマでも同程度の発生があるだろうと
推測している。
　まず、いくつかの重要な問題を念頭に置かなけ
ればならない。日和見感染症の原因微生物（細菌、
真菌およびウイルス）は、入院馬に影響を及ぼすこ
とがある。これらのバグ（bug：虫や微生物の俗な
呼称）の多くは、たった1頭の入院馬によって持ち
こまれ、その馬に病気を起こさないまま、院内にば
ら撒かれる可能性がある。そして、診断・治療機器
やその他の器材を汚染していく。また、臨床症状を
呈する前の潜伏期間中に、微生物を周囲にばら撒
いている動物もいるであろう。これらのことから、
病院のあらゆる場所の日常的な清掃、消毒および
手指衛生の徹底が必要であると強調しておく。 
　二つ目に、どんなに最善をつくしても、院内感染
が起こることがある。ウマの病院は、ヒトの病院と
は異なる。干し草や埃があり、馬房は木材とコンク
リートでできている。ウマは、体が大きく（1,200
ポンド（545 kg）以上）、密集した被毛で覆われて
おり、さらに1日当たり50 ポンド（23 kg）の糞尿
を排泄する。床や壁などほとんどの表面が簡単に
清掃、消毒できるヒトの病院でさえ、感染症のコン
トロールは一つの課題である。ウマの入院の際に
は、常に院内感染症のリスクがつきまとう。ウマに
よっては免疫が低下しており、より日和見感染症
のリスクにさらされる。そのため、獣医師は、すべ
ての入院馬に潜在的リスクがあることを説明する
必要がある。通常、入院馬のオーナーには、入院お
よび退院時に医療関連感染症の可能性について説

明がなされる。 
　さらに、今やウマに対しても実施できるように
なった高度かつ集中的な治療に対しても考慮しな
くてはならない。これらには、長期間に亘る経静脈
療法、酸素吸入や機械的人工換気法など、重篤な患
馬に対して用いられるいくつかの先進的な治療法
が含まれる。患馬の入院が長期化すればするほど、
日和見感染症に罹患する可能性は大きくなってい
く。 
　院内感染の対策にはコストがかかる。最近の調
査では、38の大学の動物病院のうち31の病院で、
調査までの5年間に院内感染症が発生したと報告
した。なかには病院を閉鎖した事例もあった。その
ため、多くのウマの病院では、環境汚染の可能性を
減らすための手順書を作成し、厳格な隔離と検疫
手順を遵守している。これらの方針は、オーナーの
来院時に一定の制限を与えるかもしれないが、尊
重すべきである。オーナーは、他の入院馬との接触
を控え、衣服、手指および履物を介して病院の環境
中あるいは他のウマへ、院内感染の原因となりう
る病原体を持ち込む可能性があることを認識しな
くてはならない。防疫対策の一環として、オーナー
は、入院馬の見舞いの際に、防護服、シューズカ
バー、手袋等の着用を求められることがある。
　総括すると、病院内に潜んでいるリスクの認識、
適切な清掃および消毒作業の実施、そして適切な
手指の衛生管理の実践により、院内感染症を減ら
すことができる。オーナーは、これらのリスクを認
識し、さらに自身の牧場においても病原体の拡散
を抑制するための防疫対策を改善する必要があ
る。

連絡先：
D r .  J e ff  B e n d e r ,  ( 6 1 2 )  6 2 5 - 6 2 0 3 ,  
bende002@umn.edu

University of Minnesota Veterinary Medical 
Center 
St. Paul, Minnesota

 
国際情報
2014年第4四半期*
　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。
　アフリカ馬疫が、風土病として存在している南
アフリカの四つの州で発生した。
　米国での水胞性口炎の発生は継続し、全て
ニュージャージー株によるものであった。本症は、
新たに68施設で確認され、内訳はコロラド州60施
設、テキサス州7施設およびネブラスカ州1施設で
あった。2014年全体では、コロラド州の17郡、テ
キサス州の13郡、ネブラスカ州の1郡で発生し、
433施設において584頭のウマと60頭のウシで感
染が確認された。
　腺疫がフランス、ドイツ、アイルランド、スイス
および米国で発生した。フランスでは、18地域で
合計23件の発生が確認された。ドイツでは、3地域
において散発的に発生が報告された。アイルラン
ドでは、レンスター地方（訳注：アイルランド東部）
からマンスター地方（アイルランド南西部）にかけ
て14例の発生が確認された。スイスでは、2件の発
生が報告され、その内1件では、１つの牧場で感染
の可能性のあった100頭のうち50頭が感染した。
本症は米国では風土病とされており、7州の22施
設で41例の発生が確認された。
　馬インフルエンザがフランス、イギリスおよび
米国で発生した。フランスでは、4件発生した。イ
ギリスでは15郡で、ウマ、ポニー、ロバに18件発生
し、そのほとんどはワクチン未接種であった。米国
では風土病であり、フロリダ州、ケンタッキー州、
オレゴン州およびワシントン州で発生が確認され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患が、フランス、ドイツ、日本、南アフリカ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。EHV-1による呼
吸器疾患は、フランス（6件）、ドイツ（2件）、スイス

（1例）、英国（3件、いずれもロバに発生）および米
国で確認された。EHV-1による流産は、日本（5施設
で散発的に発生。いずれもワクチン接種済みのサ
ラブレッド種）、南アフリカ（1例）および米国（2
例）で発生した。EHV-１脊髄脳症が、米国アイダホ
州で2例のウマに発生した。EHV-4による呼吸器疾
患が、フランス（5地域で11件）、ドイツ（2施設でそ
れぞれ1例ずつ）およびイギリス（サラブレッド種
の1歳馬3例を含む1件）で発生した。EHV-2および 
EHV-5感染による複数の症例が、米国のテキサス
州とケンタッキー州で確認された。
　馬動脈炎ウイルスの持続感染が、ドイツの種牡
馬1例で確認された。また、スイスにおいても同様
の感染が1例報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）が、フランス（フリージアン
種1例）および米国（クォーターホース種競走馬1
例）で発生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランスおよびUAEで風
土病として発生した。
　レプトスピラ性流産が、フランスにおいてサラ
ブレッド種牝馬で1例診断された。米国では、ノカ
ルジア性胎盤炎および流産が2例確認された。
　Salmonella Abortusequi感染（馬パラチフス）が、
シンガポールの同一施設において５例の非サラブ
レッド種の牡馬で報告された。罹患馬はサーカス
集団に所属するパフォーマンス馬であった。アイ
ルランドでは、異なる施設で3件のサルモネラ症
の発生が報告された。スイスでは、S. enteritidisに
よるサルモネラ症が1例発生した。
　米国においてC. perfringens A型菌によるクロス
トリジウム腸炎および仔馬における増殖性腸症が
数例確認された。
　東部馬脳炎が米国において25例確認され、これ
で米国における2014年全期間の合計発生数は
139例となった。そのほとんどは、フロリダ州、ル
イジアナ州、ニューヨーク州およびノースカロラ
イナ州で確認された。
　ウエストナイル脳炎が米国で74例確認され、こ
れで米国における年間合計発生数は140例となっ
た。テキサス州、オクラホマ州、カリフォルニア州
およびミズーリ州では、最も多くの症例が確認さ
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確認された。
破傷風が、日本の2施設でそれぞれ1例認められ
た。
　ゲタウイルス感染症が、美浦トレーニング・セン
ターで発生し、発熱馬49例中25例が本症と診断さ
れたが、重症となるような疾患ではない。
　ロドコッカス症が米国で風土病として発生し
た。スイスでは、ボレリア感染症が貧血を伴う1頭
のウマで報告されたが、治療が成功した。

＊オーストラリア第3四半期報告書より
 
ウマの国際間輸送における問題
　高額な保険が掛けられ国際間輸送されている馬
の正確な頭数を算定することは難しく、このこと
が保険をかける際に実施される正確な「リスク評
価」を困難にしている。2014年の一年間に1,003頭
のイギリスを拠点とするサラブレッド競走馬がイ
ギリス国外の競走に出走した。内訳は、フランス

（417頭）、アイルランド（249頭）、ドバイ（144頭）、
チャンネル諸島（75頭）、米国（34頭）、ドイツ（22
頭）、オーストラリア（15頭）、トルコ（12頭）、スイ
ス（9頭）、カナダ（7頭）、スウェーデン（7頭）、香港

（5頭）、イタリア（2頭）、シンガポール（2頭）、チェ
コ共和国（2頭）、日本（1頭）およびスペイン（1頭）
だった。FE I（国際馬術連盟（仏：Fédé r a t i on  
Equestre Internationale））主催の国際的なイベン
トは、1996年に350回開催されたが、その開催数
は、1999年には657回、2006年には1,530回、さら
に2011年には3,215回まで飛躍的に増加した。種
牡馬は、北半球と南半球を往復する。他の馬術分野
やウマに関連した活動におけるウマの国際間輸送
に関する情報は、あまり報告されていないが、米国
と同様に、日本やオーストラリアでは、国内の地方
間において長距離輸送されている。
　長距離輸送は、ウマに様々な問題を引き起こす
可能性がある。馬運車あるいは飛行機内に拘束さ
れることにより、通常の飼養環境で起こり得るす
べての問題から逃れられるわけではない。外傷、疝
痛、そして疾病を発症する可能性は常にあり、「習
慣により行動する動物」であるウマが、慣れない環

境で馴染みのないウマと一緒に輸送されれば、間
違いなくそうしたリスクが増加してしまう。検疫
と隔離は、常に実施すべきであると提唱されてい
るが、国際間輸送のように義務でない限り、必ずし
も徹底されていない。しかしどのようなものでも
完全な保証ではない。日本とオーストラリアにお
ける動物衛生当局の対応をもってさえも、2007年
にオーストラリアにおける馬インフルエンザの侵
入を阻止することができなかった。 
　しかしながら、長距離輸送に関連した主要な問
題は、いわゆる「輸送熱」としてホースマンに広く
知られている胸膜炎と肺炎の併発である。獣医師
が、たいていは高度な診断法がない状況で、輸送後
の発熱が治療可能な輸送熱なのか、海外伝染病の
可能性があるのかを鑑別診断することは困難であ
る。輸送熱の発病率に関する報告は、この問題の重
大さを示す。米国に輸入され、ニューヨークあるい
はロサンゼルスに到着するウマの11～12%が発
熱し、香港への空輸のうち60%において、到着時に
少なくとも1例のウマが輸送熱を発症した。 
　診断法が進歩し、周囲の関心が高まり、より良い
治療法が行われることによって、これらの輸送熱
の大部分の症例は、すぐに治療が開始されれば問
題なく回復するであろう。治療の遅れは時に致死
的であり、診断や治療の開始が早ければ早いほど、
結果も良いものとなる。飛行機内あるいは長距離
輸送の中間地点において、経験豊富なウマの臨床
獣医師による診断を受けることで迅速な発見が容
易となる。高価なウマの輸送のすべてに獣医師が
帯同するわけではない。保険業者が獣医師の帯同
を要求することは、それが保険業者にとって最大
の利益となるからである。

連絡先：
Dr. D.P. Leadon, dleadon@equine-centre.ie 
Consultant, Irish Equine Centre 
Specialist in Equine Medicine 
Johnstown, Co. Kildare, Ireland
 
再興感染症
　 し ば し ば「 新 興（ e m e r g e n t ）」と「 再 興

（re-emergent）」という用語は、それぞれの意味を

深く考えずに、あるひとつの伝染病について述べ
る際に、ほとんど同じ意味の用語として用いられ
ている。これらの用語は同義語ではない以上、意味
を区別することは重要である。「新興」という用語
は、その疾患に関する報告が今までない集団にお
いて、初めて記録された発生に用いる。一方、「再
興」感染症とは、過去に発生したことがあるが、よ
り強い病原性の株が出現したか、あるいは以前と
は異なる疫学的状況で発生した際に用いられる。 
　病原体、宿主動物または環境を含む多種多様な
要因が、新興感染症あるいは再新興感染症の発生
に関与している。これらの多様な要因として、微生
物の変化と適応、宿主動物の感染に対する感受性、
気候の変化、生態系の変化、人口動態、国際貿易の
動向および土地利用などが挙げられる。ヒト、動物
および植物の新興ならびに再興感染症の数は、よ
り高度な技術が利用できるようになり、従来は未
発見の病原体が、宿主内や環境中から検出できる
ようになったため、増加し続けている。
　様々な再興感染症が知られており、ウマ科の動
物に宿主が限定される疾病もあれば、その一方で
ウマ以外の家畜および／あるいは野生動物に感染
する疾病もある。よく知られている疾患の多くは、
ウイルス性疾患である。1989年に中国で発生した
馬インフルエンザウイルス株（A/equine/Jilin/89

（H3N8））は、暴露されたウマの集団で非常に高い
罹患率と致死率を示した。非常に幸いなことに、こ
の株が中国国外に広がることはなかった。
　その他の再興感染症の例としては、1993年と
1996年にメキシコのチアパス州並びにオアハカ
州で発生したサブタイプ1Eウイルスによるベネ
ズエラ馬脳炎がある。いずれの発生においても、前
例のない臨床的発病率と中等度の致死率が見られ
た。これらの発生以前には、サブタイプ1Eウイル
スがウマに対して重要な疾患を引き起こし、死亡
させるということは認識されていなかった（訳注：
通常、流行を起こすのは1ABおよび１Cサブタイプ
のウイルスである）。 
　ウマで最も広く知られている再興感染症は、馬
ヘルペスウイルス1型によるEHV-1脊髄脳症であ
る。病原性の強いウイルス株が、特に過去15年に
おけるヨーロッパおよび北米における主な発生の

原因となっている。神経病原性の増大は主に、ウイ
ルスのDNAポリメラーゼ遺伝子の触媒サブユニッ
トにおける１塩基置換が関係している。ウマがこ
の変異株に感染すると、重篤な臨床症状を示し、死
亡率が高くなることがある。 
　前述のように、感染症が以前と異なる疫学状況
で発生した場合、再興感染症として捉えられる。こ
の基準を満たし特にウマに関連した疾病として
は、ウエストナイル脳炎と馬脳症の二つがある。 
　米国では1999年に初めて発見されたウエスト
ナイルウイルスは、ワクチン非接種馬に、毎年非常
に大きな損失をもたらしている。イスラエルで
2008年に確認された馬脳症は、アフリカ大陸以外
で本症が報告された最初の例であった。 
　更なるウマの新興あるいは再興感染症が、これ
から数年内に間違いなく出現するであろう。それ
ら感染症のあるものは、いくつかの国の馬産業に
重大な経済的影響をもたらすかも知れない。その
ような疾病を早期に認識することは、影響を最小
限に食い止めるために最も重要なことである。

連絡先：
Dr .  P e t e r  T im o n e y ,  ( 8 5 9 )  2 1 8 - 1 0 94 ,  
ptimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
馬の泌尿器疾患 
　原発性腎疾患はウマ科では稀な疾患である。し
かし、他の疾病の経過に伴い急性の腎不全（AKI : 
acute kidney injury）が進行した場合、病態を悪化
させ、死亡率を上昇させる深刻な合併症となる。毎
年およそ2,000例のウマがミシガン州立大学の動
物病院を受診し、その約4%が腎機能不全により、
血中の老廃物量が多く（血清中クレアチニン濃度

［Cr］＞2.5mg/dL［220 μmol/L］の高窒素血症）、
1％はさらに重度の高窒素血症であり、血中クレ
アチニン濃度は5.0mg/dL（440μmol/L）を超え
る。 
　研究により、疝痛あるいは大腸炎を発症し、持続
性の高窒素血症（3日間治療後も改善しない場合）
を呈しているウマは、高窒素血症が改善したウマ

に比較して、死亡あるいは安楽殺処置される割合
が3倍以上であることが明らかとなった。それ故
に腎機能障害を迅速に認識すること、腎臓に障害
を与える（腎毒性の）薬物の使用を最小限に留める
こと、そして適切な支持療法の策定は、罹患馬の予
後に重要である。
　非ステロイド性抗炎症剤（NSAID）の予期できな
い副作用を軽減するため、シクロオキシゲナーゼ
-2（COX-2）に対してより阻害効果があるNSAIDが
開発されている。これら選択的COX-2阻害薬が、非
選択的COX阻害薬（フェニルブタゾンやフルニキ
シンメグルミンなど）に比較して、腎機能への副作
用が少ないという誤解が生じている。しかし、
COX-2は腎臓の血流維持において重要な役割を果
たしているため、COX-2 選択的NSAIDの使用を腎
保護療法として見なすべきではない。
　慢性腎不全（CKD：chronic kidney disease）は、
AKIが完全に改善されずに組織の変性や線維化

（90%以上の症例）が進行した場合や免疫介在性腎
疾患（10%未満の症例）を原因として生じる。稀に
発達異常（腎無形成、腎形成不全、腎形成異常また
は多発性腎嚢胞）と関連する場合もある。CKDの症
状は漠然としており、パフォーマンス低下あるい
は健康状態の悪化として表れる。しかし、CKDは高
窒素血症、高カルシウム血症、非濃縮尿（等調尿）な
どの特徴的な臨床検査の異常所見、超音波検査の
異常所見や腎石（腎結石）の存在等によって容易に
診断できる。ヒトとは異なり、腎石が尿の排泄を障
害しない限り、CKDのウマにとってその除去は意
味が無い。
　CKDは本来、進行性の疾患であるが、進行の速さ
は患畜によって大きく異なる。栄養（牧草は理想的
な食餌である）を通して体の状態を維持し、腎毒性
のある薬物の使用を避けることが補助的治療の主
体となる。免疫介在性腎疾患および蛋白尿のウマ
では、副腎皮質ステロイドとアンジオテンシン変
換酵素阻害薬による治療も有効な場合がある。ま
た、イヌやネコにオメガ-3脂肪酸を補給すること
で、CKDの進行を抑制できたことが報告されてお
り、この方法もまた考慮に値する（牧草はオメガ-3
脂肪酸の理想的な供給源である）。長期間で見ると
CKDの予後は不良であるが、ウマは数ヶ月から数

年にわたり健康な状態で過ごすことができる。
　最後に、膀胱結石症、尿失禁および尿中の血液混
在（血尿症）などの下部尿路疾患は、上部尿路疾患
より実際に多く認められる。ウマが通常尿中に多
量の炭酸カルシウムとシュウ酸塩結晶を排出する
ことを考慮すると、尿路桔石（尿石症）がイヌより
ウマで少ないことはいくらか驚きである。それに
も関わらず、ウマ科の膀胱結石再症の発率は50%
近くあり、このことは罹患馬が遺伝的素因を有し
ているということを示唆する。出産や外傷、神経疾
患あるいは不明な原因に起因する膀胱筋機能不全
のウマは、膀胱の拡張および溢流性尿失禁が進行
する。膀胱結石と混同されがちであるが、罹患馬の
膀胱内には大きな尿結石が蓄積していることがあ
る。しかし、この問題（砂状の尿石症）は膀胱洗浄に
よって治療することができるため、不要な膀胱切
開術を行うべきではない。 
　最後に、新たに発生した症候群である致命的な
特発性腎性血尿症は、アラビア種およびその混血
馬で認められている。著者は、本疾患に遺伝的根拠
があるかどうかについて研究しており、疑わしい
症例について、ご一報いただければ感謝いたしま
す。

連絡先：
Dr .  Ha ro l d  S cho t t  I I ,  ( 517 )  353 -9710 ,  
schott@cvm.msu.edu
Michigan State University Veterinary Medical 
Center 
East Lansing, Michigan
 
ケンタッキー州の馬産業　回復示す
　馬産業は、長年に亘りケンタッキーの農業経済
において代名詞的部門であった。ブルーグラス州

（訳注：ケンタッキー州のニックネーム）の農業分
野では、馬による収益は、何年もの間タバコの買取
りに次いで高く、経済を支える主要なものの一つ
であった。しかし、多くの経済部門がそうであった
ように、馬市場も不況にかなりの影響を受けた。
キーンランドセールは、ケンタッキー州の馬取引
の主要な牽引役であるが、2007年から2010年に
かけて53%減少した。その時以来、馬市場は大きく

回復している。2014年のキーンランドセールで
は、2010年から40%増加した。図1は、2007年から
2010年まで販売額が減少しているが、2014年に
かけて回復していることを示している。 
　セールの売上高に加えて、種付け料は馬産業に
おける重要な収入源である。図2は、サラブレッド
生 産 者 に 対 す る 奨 励 基 金（ K e n t u c k y  
Thoroughbred Breeder’s Incentive Fund）の支払い
に基づく、ケンタッキー州における種付け料によ
る収益の概算を示している。この概算は、控えめで
ある。なぜなら、人工授精、種牡馬と牝馬が同一
オーナーの場合、種付けや子馬の権利を共同所有
する場合等のように、全てが売上税の対象になる
わけではないからである。しかしながら、収益の傾
向は、この期間における種付けの傾向を反映して
いると思われる。図2によると、種付け料による収
益は、2007年から2010年まで減少傾向が続いた
ものの、それ以降は若干の改善を示している。 
　種付け料の収益は、種付け料と牝馬の出産数の
二つの要因に基づくことを思い出して欲しい。種
付け料の収益を増やす唯一の確実な方法は、それ
らの二つの要因を共に改善することである。
ジョッキークラブスタッド作成による2015年ケ
ンタッキー実情調査書によれば、種付け料がここ
数年、上昇傾向にある一方で、ケンタッキーの種牡
馬によって種付けした牝馬の数は2008年にピー
クに達し、その後徐々に減少し、2013に初めて上
昇傾向に転じた。 
　2013年に改善された売上レベルが2014年も維
持されたという事実は、昨年からの馬市場にとっ
て良い兆しであり、2008年から2010年にかけて
の落ち込みから大きく回復していくであろうこと
を示す。売上高が改善されることで、売上高ほどの
改善が見られなかった種付け料も、翌年は回復す
ることが期待できる。ウマというものが農業の現

金収入源の大部分を占め、二次的および三次的に
も経済に大きく影響しているケンタッキー州に
とって、馬市場の広範囲に亘る回復は朗報である。

連絡先：
Dr. Kenny Burdine, (859) 257-7273, 
kburdine@uky.edu
D r .  C .  J i l l  S t o w e ,  ( 8 5 9 )  2 5 7 - 7 2 5 6 ,  
jill.stowe@uky.edu
Department of Agricultural Economics 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　入院が必要なウマに対して、我々は可能な限り
最高の管理を期待する。しかし、ヒトの病院と同様
に、入院馬を安全にかつ健康的に管理するために
は様々な課題がある。その一つに挙げられるのは、
院内感染への対策である。ヒトの病院では、患者の
5%が医療関連感染症に罹患すると推定されてい
る。我々は、ウマでも同程度の発生があるだろうと
推測している。
　まず、いくつかの重要な問題を念頭に置かなけ
ればならない。日和見感染症の原因微生物（細菌、
真菌およびウイルス）は、入院馬に影響を及ぼすこ
とがある。これらのバグ（bug：虫や微生物の俗な
呼称）の多くは、たった1頭の入院馬によって持ち
こまれ、その馬に病気を起こさないまま、院内にば
ら撒かれる可能性がある。そして、診断・治療機器
やその他の器材を汚染していく。また、臨床症状を
呈する前の潜伏期間中に、微生物を周囲にばら撒
いている動物もいるであろう。これらのことから、
病院のあらゆる場所の日常的な清掃、消毒および
手指衛生の徹底が必要であると強調しておく。 
　二つ目に、どんなに最善をつくしても、院内感染
が起こることがある。ウマの病院は、ヒトの病院と
は異なる。干し草や埃があり、馬房は木材とコンク
リートでできている。ウマは、体が大きく（1,200
ポンド（545 kg）以上）、密集した被毛で覆われて
おり、さらに1日当たり50 ポンド（23 kg）の糞尿
を排泄する。床や壁などほとんどの表面が簡単に
清掃、消毒できるヒトの病院でさえ、感染症のコン
トロールは一つの課題である。ウマの入院の際に
は、常に院内感染症のリスクがつきまとう。ウマに
よっては免疫が低下しており、より日和見感染症
のリスクにさらされる。そのため、獣医師は、すべ
ての入院馬に潜在的リスクがあることを説明する
必要がある。通常、入院馬のオーナーには、入院お
よび退院時に医療関連感染症の可能性について説

明がなされる。 
　さらに、今やウマに対しても実施できるように
なった高度かつ集中的な治療に対しても考慮しな
くてはならない。これらには、長期間に亘る経静脈
療法、酸素吸入や機械的人工換気法など、重篤な患
馬に対して用いられるいくつかの先進的な治療法
が含まれる。患馬の入院が長期化すればするほど、
日和見感染症に罹患する可能性は大きくなってい
く。 
　院内感染の対策にはコストがかかる。最近の調
査では、38の大学の動物病院のうち31の病院で、
調査までの5年間に院内感染症が発生したと報告
した。なかには病院を閉鎖した事例もあった。その
ため、多くのウマの病院では、環境汚染の可能性を
減らすための手順書を作成し、厳格な隔離と検疫
手順を遵守している。これらの方針は、オーナーの
来院時に一定の制限を与えるかもしれないが、尊
重すべきである。オーナーは、他の入院馬との接触
を控え、衣服、手指および履物を介して病院の環境
中あるいは他のウマへ、院内感染の原因となりう
る病原体を持ち込む可能性があることを認識しな
くてはならない。防疫対策の一環として、オーナー
は、入院馬の見舞いの際に、防護服、シューズカ
バー、手袋等の着用を求められることがある。
　総括すると、病院内に潜んでいるリスクの認識、
適切な清掃および消毒作業の実施、そして適切な
手指の衛生管理の実践により、院内感染症を減ら
すことができる。オーナーは、これらのリスクを認
識し、さらに自身の牧場においても病原体の拡散
を抑制するための防疫対策を改善する必要があ
る。

連絡先：
D r .  J e ff  B e n d e r ,  ( 6 1 2 )  6 2 5 - 6 2 0 3 ,  
bende002@umn.edu

University of Minnesota Veterinary Medical 
Center 
St. Paul, Minnesota
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　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。
　アフリカ馬疫が、風土病として存在している南
アフリカの四つの州で発生した。
　米国での水胞性口炎の発生は継続し、全て
ニュージャージー株によるものであった。本症は、
新たに68施設で確認され、内訳はコロラド州60施
設、テキサス州7施設およびネブラスカ州1施設で
あった。2014年全体では、コロラド州の17郡、テ
キサス州の13郡、ネブラスカ州の1郡で発生し、
433施設において584頭のウマと60頭のウシで感
染が確認された。
　腺疫がフランス、ドイツ、アイルランド、スイス
および米国で発生した。フランスでは、18地域で
合計23件の発生が確認された。ドイツでは、3地域
において散発的に発生が報告された。アイルラン
ドでは、レンスター地方（訳注：アイルランド東部）
からマンスター地方（アイルランド南西部）にかけ
て14例の発生が確認された。スイスでは、2件の発
生が報告され、その内1件では、１つの牧場で感染
の可能性のあった100頭のうち50頭が感染した。
本症は米国では風土病とされており、7州の22施
設で41例の発生が確認された。
　馬インフルエンザがフランス、イギリスおよび
米国で発生した。フランスでは、4件発生した。イ
ギリスでは15郡で、ウマ、ポニー、ロバに18件発生
し、そのほとんどはワクチン未接種であった。米国
では風土病であり、フロリダ州、ケンタッキー州、
オレゴン州およびワシントン州で発生が確認され
た。
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患が、フランス、ドイツ、日本、南アフリカ、スイス、
イギリスおよび米国で発生した。EHV-1による呼
吸器疾患は、フランス（6件）、ドイツ（2件）、スイス

（1例）、英国（3件、いずれもロバに発生）および米
国で確認された。EHV-1による流産は、日本（5施設
で散発的に発生。いずれもワクチン接種済みのサ
ラブレッド種）、南アフリカ（1例）および米国（2
例）で発生した。EHV-１脊髄脳症が、米国アイダホ
州で2例のウマに発生した。EHV-4による呼吸器疾
患が、フランス（5地域で11件）、ドイツ（2施設でそ
れぞれ1例ずつ）およびイギリス（サラブレッド種
の1歳馬3例を含む1件）で発生した。EHV-2および 
EHV-5感染による複数の症例が、米国のテキサス
州とケンタッキー州で確認された。
　馬動脈炎ウイルスの持続感染が、ドイツの種牡
馬1例で確認された。また、スイスにおいても同様
の感染が1例報告された。
　馬伝染性貧血（EIA）が、フランス（フリージアン
種1例）および米国（クォーターホース種競走馬1
例）で発生した。
　馬ピロプラズマ病が、フランスおよびUAEで風
土病として発生した。
　レプトスピラ性流産が、フランスにおいてサラ
ブレッド種牝馬で1例診断された。米国では、ノカ
ルジア性胎盤炎および流産が2例確認された。
　Salmonella Abortusequi感染（馬パラチフス）が、
シンガポールの同一施設において５例の非サラブ
レッド種の牡馬で報告された。罹患馬はサーカス
集団に所属するパフォーマンス馬であった。アイ
ルランドでは、異なる施設で3件のサルモネラ症
の発生が報告された。スイスでは、S. enteritidisに
よるサルモネラ症が1例発生した。
　米国においてC. perfringens A型菌によるクロス
トリジウム腸炎および仔馬における増殖性腸症が
数例確認された。
　東部馬脳炎が米国において25例確認され、これ
で米国における2014年全期間の合計発生数は
139例となった。そのほとんどは、フロリダ州、ル
イジアナ州、ニューヨーク州およびノースカロラ
イナ州で確認された。
　ウエストナイル脳炎が米国で74例確認され、こ
れで米国における年間合計発生数は140例となっ
た。テキサス州、オクラホマ州、カリフォルニア州
およびミズーリ州では、最も多くの症例が確認さ
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確認された。
破傷風が、日本の2施設でそれぞれ1例認められ
た。
　ゲタウイルス感染症が、美浦トレーニング・セン
ターで発生し、発熱馬49例中25例が本症と診断さ
れたが、重症となるような疾患ではない。
　ロドコッカス症が米国で風土病として発生し
た。スイスでは、ボレリア感染症が貧血を伴う1頭
のウマで報告されたが、治療が成功した。
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ウマの国際間輸送における問題
　高額な保険が掛けられ国際間輸送されている馬
の正確な頭数を算定することは難しく、このこと
が保険をかける際に実施される正確な「リスク評
価」を困難にしている。2014年の一年間に1,003頭
のイギリスを拠点とするサラブレッド競走馬がイ
ギリス国外の競走に出走した。内訳は、フランス

（417頭）、アイルランド（249頭）、ドバイ（144頭）、
チャンネル諸島（75頭）、米国（34頭）、ドイツ（22
頭）、オーストラリア（15頭）、トルコ（12頭）、スイ
ス（9頭）、カナダ（7頭）、スウェーデン（7頭）、香港

（5頭）、イタリア（2頭）、シンガポール（2頭）、チェ
コ共和国（2頭）、日本（1頭）およびスペイン（1頭）
だった。FE I（国際馬術連盟（仏：Fédé r a t i on  
Equestre Internationale））主催の国際的なイベン
トは、1996年に350回開催されたが、その開催数
は、1999年には657回、2006年には1,530回、さら
に2011年には3,215回まで飛躍的に増加した。種
牡馬は、北半球と南半球を往復する。他の馬術分野
やウマに関連した活動におけるウマの国際間輸送
に関する情報は、あまり報告されていないが、米国
と同様に、日本やオーストラリアでは、国内の地方
間において長距離輸送されている。
　長距離輸送は、ウマに様々な問題を引き起こす
可能性がある。馬運車あるいは飛行機内に拘束さ
れることにより、通常の飼養環境で起こり得るす
べての問題から逃れられるわけではない。外傷、疝
痛、そして疾病を発症する可能性は常にあり、「習
慣により行動する動物」であるウマが、慣れない環

境で馴染みのないウマと一緒に輸送されれば、間
違いなくそうしたリスクが増加してしまう。検疫
と隔離は、常に実施すべきであると提唱されてい
るが、国際間輸送のように義務でない限り、必ずし
も徹底されていない。しかしどのようなものでも
完全な保証ではない。日本とオーストラリアにお
ける動物衛生当局の対応をもってさえも、2007年
にオーストラリアにおける馬インフルエンザの侵
入を阻止することができなかった。 
　しかしながら、長距離輸送に関連した主要な問
題は、いわゆる「輸送熱」としてホースマンに広く
知られている胸膜炎と肺炎の併発である。獣医師
が、たいていは高度な診断法がない状況で、輸送後
の発熱が治療可能な輸送熱なのか、海外伝染病の
可能性があるのかを鑑別診断することは困難であ
る。輸送熱の発病率に関する報告は、この問題の重
大さを示す。米国に輸入され、ニューヨークあるい
はロサンゼルスに到着するウマの11～12%が発
熱し、香港への空輸のうち60%において、到着時に
少なくとも1例のウマが輸送熱を発症した。 
　診断法が進歩し、周囲の関心が高まり、より良い
治療法が行われることによって、これらの輸送熱
の大部分の症例は、すぐに治療が開始されれば問
題なく回復するであろう。治療の遅れは時に致死
的であり、診断や治療の開始が早ければ早いほど、
結果も良いものとなる。飛行機内あるいは長距離
輸送の中間地点において、経験豊富なウマの臨床
獣医師による診断を受けることで迅速な発見が容
易となる。高価なウマの輸送のすべてに獣医師が
帯同するわけではない。保険業者が獣医師の帯同
を要求することは、それが保険業者にとって最大
の利益となるからである。

連絡先：
Dr. D.P. Leadon, dleadon@equine-centre.ie 
Consultant, Irish Equine Centre 
Specialist in Equine Medicine 
Johnstown, Co. Kildare, Ireland
 
再興感染症
　 し ば し ば「 新 興（ e m e r g e n t ）」と「 再 興

（re-emergent）」という用語は、それぞれの意味を

深く考えずに、あるひとつの伝染病について述べ
る際に、ほとんど同じ意味の用語として用いられ
ている。これらの用語は同義語ではない以上、意味
を区別することは重要である。「新興」という用語
は、その疾患に関する報告が今までない集団にお
いて、初めて記録された発生に用いる。一方、「再
興」感染症とは、過去に発生したことがあるが、よ
り強い病原性の株が出現したか、あるいは以前と
は異なる疫学的状況で発生した際に用いられる。 
　病原体、宿主動物または環境を含む多種多様な
要因が、新興感染症あるいは再新興感染症の発生
に関与している。これらの多様な要因として、微生
物の変化と適応、宿主動物の感染に対する感受性、
気候の変化、生態系の変化、人口動態、国際貿易の
動向および土地利用などが挙げられる。ヒト、動物
および植物の新興ならびに再興感染症の数は、よ
り高度な技術が利用できるようになり、従来は未
発見の病原体が、宿主内や環境中から検出できる
ようになったため、増加し続けている。
　様々な再興感染症が知られており、ウマ科の動
物に宿主が限定される疾病もあれば、その一方で
ウマ以外の家畜および／あるいは野生動物に感染
する疾病もある。よく知られている疾患の多くは、
ウイルス性疾患である。1989年に中国で発生した
馬インフルエンザウイルス株（A/equine/Jilin/89

（H3N8））は、暴露されたウマの集団で非常に高い
罹患率と致死率を示した。非常に幸いなことに、こ
の株が中国国外に広がることはなかった。
　その他の再興感染症の例としては、1993年と
1996年にメキシコのチアパス州並びにオアハカ
州で発生したサブタイプ1Eウイルスによるベネ
ズエラ馬脳炎がある。いずれの発生においても、前
例のない臨床的発病率と中等度の致死率が見られ
た。これらの発生以前には、サブタイプ1Eウイル
スがウマに対して重要な疾患を引き起こし、死亡
させるということは認識されていなかった（訳注：
通常、流行を起こすのは1ABおよび１Cサブタイプ
のウイルスである）。 
　ウマで最も広く知られている再興感染症は、馬
ヘルペスウイルス1型によるEHV-1脊髄脳症であ
る。病原性の強いウイルス株が、特に過去15年に
おけるヨーロッパおよび北米における主な発生の

原因となっている。神経病原性の増大は主に、ウイ
ルスのDNAポリメラーゼ遺伝子の触媒サブユニッ
トにおける１塩基置換が関係している。ウマがこ
の変異株に感染すると、重篤な臨床症状を示し、死
亡率が高くなることがある。 
　前述のように、感染症が以前と異なる疫学状況
で発生した場合、再興感染症として捉えられる。こ
の基準を満たし特にウマに関連した疾病として
は、ウエストナイル脳炎と馬脳症の二つがある。 
　米国では1999年に初めて発見されたウエスト
ナイルウイルスは、ワクチン非接種馬に、毎年非常
に大きな損失をもたらしている。イスラエルで
2008年に確認された馬脳症は、アフリカ大陸以外
で本症が報告された最初の例であった。 
　更なるウマの新興あるいは再興感染症が、これ
から数年内に間違いなく出現するであろう。それ
ら感染症のあるものは、いくつかの国の馬産業に
重大な経済的影響をもたらすかも知れない。その
ような疾病を早期に認識することは、影響を最小
限に食い止めるために最も重要なことである。

連絡先：
Dr .  P e t e r  T im o n e y ,  ( 8 5 9 )  2 1 8 - 1 0 94 ,  
ptimoney@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
馬の泌尿器疾患 
　原発性腎疾患はウマ科では稀な疾患である。し
かし、他の疾病の経過に伴い急性の腎不全（AKI : 
acute kidney injury）が進行した場合、病態を悪化
させ、死亡率を上昇させる深刻な合併症となる。毎
年およそ2,000例のウマがミシガン州立大学の動
物病院を受診し、その約4%が腎機能不全により、
血中の老廃物量が多く（血清中クレアチニン濃度

［Cr］＞2.5mg/dL［220 μmol/L］の高窒素血症）、
1％はさらに重度の高窒素血症であり、血中クレ
アチニン濃度は5.0mg/dL（440μmol/L）を超え
る。 
　研究により、疝痛あるいは大腸炎を発症し、持続
性の高窒素血症（3日間治療後も改善しない場合）
を呈しているウマは、高窒素血症が改善したウマ

に比較して、死亡あるいは安楽殺処置される割合
が3倍以上であることが明らかとなった。それ故
に腎機能障害を迅速に認識すること、腎臓に障害
を与える（腎毒性の）薬物の使用を最小限に留める
こと、そして適切な支持療法の策定は、罹患馬の予
後に重要である。
　非ステロイド性抗炎症剤（NSAID）の予期できな
い副作用を軽減するため、シクロオキシゲナーゼ
-2（COX-2）に対してより阻害効果があるNSAIDが
開発されている。これら選択的COX-2阻害薬が、非
選択的COX阻害薬（フェニルブタゾンやフルニキ
シンメグルミンなど）に比較して、腎機能への副作
用が少ないという誤解が生じている。しかし、
COX-2は腎臓の血流維持において重要な役割を果
たしているため、COX-2 選択的NSAIDの使用を腎
保護療法として見なすべきではない。
　慢性腎不全（CKD：chronic kidney disease）は、
AKIが完全に改善されずに組織の変性や線維化

（90%以上の症例）が進行した場合や免疫介在性腎
疾患（10%未満の症例）を原因として生じる。稀に
発達異常（腎無形成、腎形成不全、腎形成異常また
は多発性腎嚢胞）と関連する場合もある。CKDの症
状は漠然としており、パフォーマンス低下あるい
は健康状態の悪化として表れる。しかし、CKDは高
窒素血症、高カルシウム血症、非濃縮尿（等調尿）な
どの特徴的な臨床検査の異常所見、超音波検査の
異常所見や腎石（腎結石）の存在等によって容易に
診断できる。ヒトとは異なり、腎石が尿の排泄を障
害しない限り、CKDのウマにとってその除去は意
味が無い。
　CKDは本来、進行性の疾患であるが、進行の速さ
は患畜によって大きく異なる。栄養（牧草は理想的
な食餌である）を通して体の状態を維持し、腎毒性
のある薬物の使用を避けることが補助的治療の主
体となる。免疫介在性腎疾患および蛋白尿のウマ
では、副腎皮質ステロイドとアンジオテンシン変
換酵素阻害薬による治療も有効な場合がある。ま
た、イヌやネコにオメガ-3脂肪酸を補給すること
で、CKDの進行を抑制できたことが報告されてお
り、この方法もまた考慮に値する（牧草はオメガ-3
脂肪酸の理想的な供給源である）。長期間で見ると
CKDの予後は不良であるが、ウマは数ヶ月から数

年にわたり健康な状態で過ごすことができる。
　最後に、膀胱結石症、尿失禁および尿中の血液混
在（血尿症）などの下部尿路疾患は、上部尿路疾患
より実際に多く認められる。ウマが通常尿中に多
量の炭酸カルシウムとシュウ酸塩結晶を排出する
ことを考慮すると、尿路桔石（尿石症）がイヌより
ウマで少ないことはいくらか驚きである。それに
も関わらず、ウマ科の膀胱結石再症の発率は50%
近くあり、このことは罹患馬が遺伝的素因を有し
ているということを示唆する。出産や外傷、神経疾
患あるいは不明な原因に起因する膀胱筋機能不全
のウマは、膀胱の拡張および溢流性尿失禁が進行
する。膀胱結石と混同されがちであるが、罹患馬の
膀胱内には大きな尿結石が蓄積していることがあ
る。しかし、この問題（砂状の尿石症）は膀胱洗浄に
よって治療することができるため、不要な膀胱切
開術を行うべきではない。 
　最後に、新たに発生した症候群である致命的な
特発性腎性血尿症は、アラビア種およびその混血
馬で認められている。著者は、本疾患に遺伝的根拠
があるかどうかについて研究しており、疑わしい
症例について、ご一報いただければ感謝いたしま
す。

連絡先：
Dr .  Ha ro l d  S cho t t  I I ,  ( 517 )  353 -9710 ,  
schott@cvm.msu.edu
Michigan State University Veterinary Medical 
Center 
East Lansing, Michigan
 
ケンタッキー州の馬産業　回復示す
　馬産業は、長年に亘りケンタッキーの農業経済
において代名詞的部門であった。ブルーグラス州

（訳注：ケンタッキー州のニックネーム）の農業分
野では、馬による収益は、何年もの間タバコの買取
りに次いで高く、経済を支える主要なものの一つ
であった。しかし、多くの経済部門がそうであった
ように、馬市場も不況にかなりの影響を受けた。
キーンランドセールは、ケンタッキー州の馬取引
の主要な牽引役であるが、2007年から2010年に
かけて53%減少した。その時以来、馬市場は大きく

回復している。2014年のキーンランドセールで
は、2010年から40%増加した。図1は、2007年から
2010年まで販売額が減少しているが、2014年に
かけて回復していることを示している。 
　セールの売上高に加えて、種付け料は馬産業に
おける重要な収入源である。図2は、サラブレッド
生 産 者 に 対 す る 奨 励 基 金（ K e n t u c k y  
Thoroughbred Breeder’s Incentive Fund）の支払い
に基づく、ケンタッキー州における種付け料によ
る収益の概算を示している。この概算は、控えめで
ある。なぜなら、人工授精、種牡馬と牝馬が同一
オーナーの場合、種付けや子馬の権利を共同所有
する場合等のように、全てが売上税の対象になる
わけではないからである。しかしながら、収益の傾
向は、この期間における種付けの傾向を反映して
いると思われる。図2によると、種付け料による収
益は、2007年から2010年まで減少傾向が続いた
ものの、それ以降は若干の改善を示している。 
　種付け料の収益は、種付け料と牝馬の出産数の
二つの要因に基づくことを思い出して欲しい。種
付け料の収益を増やす唯一の確実な方法は、それ
らの二つの要因を共に改善することである。
ジョッキークラブスタッド作成による2015年ケ
ンタッキー実情調査書によれば、種付け料がここ
数年、上昇傾向にある一方で、ケンタッキーの種牡
馬によって種付けした牝馬の数は2008年にピー
クに達し、その後徐々に減少し、2013に初めて上
昇傾向に転じた。 
　2013年に改善された売上レベルが2014年も維
持されたという事実は、昨年からの馬市場にとっ
て良い兆しであり、2008年から2010年にかけて
の落ち込みから大きく回復していくであろうこと
を示す。売上高が改善されることで、売上高ほどの
改善が見られなかった種付け料も、翌年は回復す
ることが期待できる。ウマというものが農業の現

金収入源の大部分を占め、二次的および三次的に
も経済に大きく影響しているケンタッキー州に
とって、馬市場の広範囲に亘る回復は朗報である。
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kburdine@uky.edu
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Department of Agricultural Economics 
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Lexington, Kentucky

図1　キーンランドセールの年間売上高（2006年～2014年）
縦軸：100万（ドル）
横軸：年
出典：キーンランド, www.keeneland.com/sale

図2　ケンタッキー州における種付け料による収益
の概算（2006年～2013年）
縦軸：100万（ドル）
横軸：年
出典：ケンタッキー州競馬委員会（Kentucky Horse Racing 
Commission: KHRC）
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エリートアスリートとしてのサラブレッド競走馬
　サラブレッドのたぐいまれな運動能力は高い呼
吸循環機能によって支えられている。その最大心
拍数は一分間に210～230回で、一回拍出量は
1.6L、最大酸素摂取量は160 ml O2 /(min・kg)を超
える。最大酸素摂取量は人のマラソン選手の2倍
以上の値である。これらの値は、実験馬を用いて得
られたものであり、実際の競走馬はもっと高い値
であると推察されている。
　競走馬のトレーニングは1歳の秋からスタート
するが、トレーニング前のサラブレッドの最大酸
素摂取量は120-130 ml O2/(min・kg)であることが
報告されている。トレーニングを全く行っていな
いにもかかわらず、非常に高い値である。若いサラ
ブレッドの最初のトレーニングステージは速歩や
スローキャンターなどの、非常に強度の低い運動

からスタートし、筋肉への負荷を徐々に強めなが
ら心肺機能の強化を目的に行われる。その後、1歳
から2歳の夏～秋にかけての一般的な運動によ
り、最大酸素摂取量は150-170 ml O2/(min・kg)ま
で増加する。しかし、この間のトレーニングにおい
て、実際のレースと同様の運動強度でのトレーニ
ングが行われることはない。
　われわれは、世界で最も賞金を稼いだ馬である
テイエムオペラオーのトレーニングプログラムに
ついて報告した。テイエムオペラオーは1998年の
2歳の夏にレースにデビューし、2002年に引退す
るまで、26戦14勝、内7つのG1レースに勝利した。
一般的に、競走馬は週6日間のトレーニングを行
うが、追い切りと呼ばれるような高強度の運動は
週に一度か二度しか行われない。1800mの楕円の
ウッドチップコースにおいて行われた、ある日の

テイエムオペラオーの運動メニューは、ウォーミ
ングアップの後に最初の600mで徐々にスピード
を増加させ、最後の600mで最速のスピードにな
るような運動が行われた。レースの11日前に行わ
れた高強度運動時の1200mの平均の走行スピー
ドは868±8.8 (SD) m/minであり、最後の600mの
平均の走行スピードは926±10.2 m/minであっ
た。また、レース4日前に行われた高強度運動時の
1200mの平均の走行スピードは888±18.7  
m/minであり、最後の600mの平均の走行スピー
ドは932±20.2 m/minであった。その際の最高心
拍数は毎分210-220回であり、運動後10分の血漿
中の乳酸値は13-16 mmol/Lであった。心拍数や血
漿乳酸値の値からこれらの高強度運動は超最大運
動であることが明らかである。しかし、一方でこれ
らのスピードは実際のレースに比べると明らかに
遅いスピードでトレーニングされていることがわ
かる。

サラブレッドの運動性低酸素血症
　先に述べたように、サラブレッドは人のアス
リートと比較してそれほど高い運動強度でのト
レーニングを行っているわけではないが、非常に
高い有酸素運動能力を有している。運動性低酸素
血症は人のアスリートにおいて最大酸素摂取量が
得られるような運動強度において報告されたが、
その後、馬においても頻繁に報告されることとな
る。しかし、最大酸素摂取量が得られるような強い
運動時において、よくトレーニングされた馬は、主
に肺の拡散制限と低い動脈血のヘモグロビンの酸
素飽和度により、よくトレーニングされた人より
も肺胞気動脈血酸素分圧較差(A-a DO2)が高くなる
と考えられている。
　サラブレッドの運動生理学的な実験がどのよう
な手順により行われているか、簡単に説明する。運
動負荷試験により、サラブレッドの運動中の生理
学的なデータを採取する場合には、あらかじめ動
脈血採取がしやすいように頸動脈を皮下に置換す
る動脈ループ手術が施された馬を用いることが多
い。走行中の酸素摂取量や二酸化炭素排出量の測
定は窒素希釈法が用いられる。動脈血の採材はこ
の動脈ループより行われ、混合静脈血の採取には

スワンガンツカテーテルの先端を肺動脈に留置す
ることにより行われる。このスワンガンツカテー
テルの先端には、温度計のプローブがあることか
ら、これにより得られた体温は動脈血や静脈血の
血液ガス分析の際の温度補正のために使われる。
　研究に用いられるようなサラブレッドは競馬に
使われるようなサラブレッドほどの心肺機能は持
たないと考えられるが、研究用サラブレッドの最
大酸素摂取量は150-180 ml O2/(min・kg)であっ
た。この値は人のマラソン選手の倍ほどの値であ
るが、エリート競走馬では、これよりさらに高い最
大酸素摂取量を持つと考えられる。この研究用サ
ラブレッドの運動中の動脈血酸素飽和度は82.5 
± 7.9%、動脈血酸素分圧は74.7 ± 7.7 mm Hgま
で減少し、著しい低酸素血症が観察された。著しい
低酸素血症にもかかわらず動脈血酸素濃度がそれ
ほど低下しないのはヘモグロビン濃度が上昇する
ためである。これは運動中に脾臓から赤血球が動
員されるためと考えられている。この現象は、脾臓
を摘出した馬では観察されない。
　次に、走行スピードを1.8 m/s から 11.0 m/sへ
と漸増させるトレッドミル運動中の呼吸循環機能
の結果を以下に示す。酸素摂取量と心拍数は走行
スピードが増加に伴って直線的に増加した。血中
ヘモグロビン濃度と心拍出量の増加に伴い酸素供
給量も増加した。動脈血酸素濃度は増加する一方、
静脈血酸素濃度は減少した。このため動静脈酸素
濃度差は増加し、このことも酸素摂取量の増加に
寄与していることが示された。動脈血酸素飽和度
と動脈血酸素分圧は最大下運動時から減少を始
め、11.0 m/sの走行の際には著しい低酸素血症が
認められた。これらの結果は、それほど強くない運
動強度においてもサラブレッドの場合、運動性低
酸素血症が起こることを示唆している。一方、人の
アスリートで認められる運動性低酸素血症は最大
運動時に観察されている。これらのことは、最大運
動時のサラブレッドの運動能力は呼吸器系の限界
によって制限されており、低酸素血症は肺拡散能
を改善するため肺の循環を刺激するためのものと
しては十分でないのかもしれない。

高酸素吸引による酸素摂取量の増加と分時乳酸蓄
積率を用いた無酸素エネルギーの測定
　サラブレッドにおける高強度運動時の運動性低
酸素血症は、新たな無酸素エネルギーの測定方法
開発のきっかけとなった。高強度運動時に認めら
れる著しい動脈血酸素飽和度の低下は高酸素ガス
を吸入させることで酸素供給量と酸素飽和度改善
の可能性を示唆していた。吸入酸素濃度をわずか
４％増加させるだけで、高強度運動時のサラブ
レッドの酸素摂取量は約10％増加した。
　超最大運動を行った際のサラブレッドの分時乳
酸蓄積率は直線的に増加することが知られてい
る。同様の現象は様々なほ乳類において観察され
ていた。一定のスピードで走行する際の最大酸素
摂取量を超過した分のエネルギーに対して乳酸値
が直線的に増加していることから、分時の乳酸蓄
積率は無酸素エネルギーの指標として使用できる
のではないかと考えられた。実際、走行スピードを
一定にすることで移動に費やすエネルギー量を一
定にしてサラブレッドを走行させた際、高酸素ガ
スを吸入させて酸素摂取量（有酸素エネルギー）を
増加させて無酸素エネルギーを減少させると分時
乳酸蓄積率は減少した。

サラブレッドの無酸素エネルギー測定
　Medbøらは酸素借を用いて無酸素エネルギーを
算出した。最大下運動のステップテストで得られ
るスピードと酸素摂取量との関係式から、オール
アウト走時に生産される総エネルギー量を算出
し、そこから酸素摂取量にで得られるエネルギー
量を引くことにより酸素借は求められた。2分か
ら5分間の異なるオールアウト走において、それ
ぞれの酸素借を求め、その最大値である最大酸素
借を無酸素エネルギーの指標として使用した。こ
の方法は、馬においても応用されるようになり、唯
一の無酸素エネルギーの測定方法となった。求め
られた馬の最大酸素借は8 0 - 1 1 0  m l  O 2  
equivalent/(min・kg) であり人の40-100 ml O2  
equivalent/(min・kg)とほぼ同じ値であると報告さ
れた。しかし、馬における最大酸素借の値はその最

大酸素摂取量が人の値の2倍以上あることや、
ピークの血漿乳酸値が人に比べて1.5倍以上高い
ことなどを考慮すると低い値であると考えられ
た。馬においては、走行スピードと酸素摂取量のか
ら算出される走行時の総エネルギー量が低く見積
もられている可能性が示唆されており、酸素借が
低く算出される原因の一つと考えられた。

乳酸蓄積率による無酸素エネルギーの測定
　そこで、われわれは先に述べた乳酸蓄積率を用
いた無酸素エネルギーの測定方法を開発し最大酸
素借による値と比較することとした。
　供試馬はよくトレーニングされたサラブレッド
６頭を用いた。通常酸素ガス（酸素濃度21％）、お
よび高酸素ガス（26％）を吸入させながら、供試馬
に対して規定運動を負荷し、その際の乳酸蓄積率
および酸素摂取量を測定した。規定運動負荷はト
レッドミル上において2-3分間でオールアウトに
なる運動強度で行った。この運動中に頸静脈より
15秒間隔で採血し、血中乳酸濃度を測定した。酸
素借の測定に必要な酸素摂取量とスピードの関係
を求めるために、漸増運動負荷試を1.7～10m/sの
スピードで行った。
　酸素摂取量は、通常酸素ガス吸入時が165 ± 9 
ml O2/(min・kg)であり、高酸素ガス吸入時が185 
± 10 ml O2/(min・kg)と高酸素ガス吸入時が
11.6%増加した。乳酸蓄積率は通常酸素ガス吸入
時が11.2 ± 4.3 mM/minであり、高酸素ガス吸入
時が6.8 ± 2.4 mM/minであった。これにより求
められた無酸素性のエネルギー量は114.5 ± 
27.4 ml O2 equivalent/(min・kg)であり、 酸素借で
求められた88.6 ± 24.3 ml O2  equivalent/(min・
kg)よりも高い値であった。一方、乳酸蓄積率と酸
素借の間には相関関係が認められる事から、測定
値の差は測定原理の違いによるものと考えられ
た。乳酸蓄積率による無酸素エネルギーの測定は
その特性上、馬においてしかできないが、酸素借と
の相関を考えると妥当な測定方法であると推察さ
れた。

サラブレッドの運動性低酸素血症と無酸素エネルギー

Exercise-induced hypoxemia and anaerobic capacity in Thoroughbred horses
Ohmura H, Hiraga A, Jones JH.

J Phys Fitness Sports Med, (2013) 2(2): 163-168.
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要約

　サラブレッドの高い運動能力は、たぐいまれな呼吸循環機能に支えられている。しかし、サラブレッ
ドの運動性低酸素血症は高い循環機能と不十分な肺の拡散能によって引き起こされると考えられ、そ
れほど高くない運動強度においても観察される。一方で、馬においては、この運動性低酸素血症の特徴
を利用した乳酸蓄積率を用いた方法によって無酸素性エネルギーの測定が可能となった。これは、馬の
場合、高酸素を吸入させることによって、運動性低酸素血症が改善され、それに伴って乳酸蓄積率が減
少するためである。すなわち、高酸素吸入による酸素摂取量の増加分は乳酸蓄積率が減少分と考えら
れ、乳酸蓄積率が酸素の利用等量として算出できるためである。そこで、我々は人や馬で一般的に用い
られている酸素借および乳酸蓄積率による無酸素エネルギーをサラブレッドにおいて測定し、比較し
た。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。



（233）

エリートアスリートとしてのサラブレッド競走馬
　サラブレッドのたぐいまれな運動能力は高い呼
吸循環機能によって支えられている。その最大心
拍数は一分間に210～230回で、一回拍出量は
1.6L、最大酸素摂取量は160 ml O2 /(min・kg)を超
える。最大酸素摂取量は人のマラソン選手の2倍
以上の値である。これらの値は、実験馬を用いて得
られたものであり、実際の競走馬はもっと高い値
であると推察されている。
　競走馬のトレーニングは1歳の秋からスタート
するが、トレーニング前のサラブレッドの最大酸
素摂取量は120-130 ml O2/(min・kg)であることが
報告されている。トレーニングを全く行っていな
いにもかかわらず、非常に高い値である。若いサラ
ブレッドの最初のトレーニングステージは速歩や
スローキャンターなどの、非常に強度の低い運動

からスタートし、筋肉への負荷を徐々に強めなが
ら心肺機能の強化を目的に行われる。その後、1歳
から2歳の夏～秋にかけての一般的な運動によ
り、最大酸素摂取量は150-170 ml O2/(min・kg)ま
で増加する。しかし、この間のトレーニングにおい
て、実際のレースと同様の運動強度でのトレーニ
ングが行われることはない。
　われわれは、世界で最も賞金を稼いだ馬である
テイエムオペラオーのトレーニングプログラムに
ついて報告した。テイエムオペラオーは1998年の
2歳の夏にレースにデビューし、2002年に引退す
るまで、26戦14勝、内7つのG1レースに勝利した。
一般的に、競走馬は週6日間のトレーニングを行
うが、追い切りと呼ばれるような高強度の運動は
週に一度か二度しか行われない。1800mの楕円の
ウッドチップコースにおいて行われた、ある日の

テイエムオペラオーの運動メニューは、ウォーミ
ングアップの後に最初の600mで徐々にスピード
を増加させ、最後の600mで最速のスピードにな
るような運動が行われた。レースの11日前に行わ
れた高強度運動時の1200mの平均の走行スピー
ドは868±8.8 (SD) m/minであり、最後の600mの
平均の走行スピードは926±10.2 m/minであっ
た。また、レース4日前に行われた高強度運動時の
1200mの平均の走行スピードは888±18.7  
m/minであり、最後の600mの平均の走行スピー
ドは932±20.2 m/minであった。その際の最高心
拍数は毎分210-220回であり、運動後10分の血漿
中の乳酸値は13-16 mmol/Lであった。心拍数や血
漿乳酸値の値からこれらの高強度運動は超最大運
動であることが明らかである。しかし、一方でこれ
らのスピードは実際のレースに比べると明らかに
遅いスピードでトレーニングされていることがわ
かる。

サラブレッドの運動性低酸素血症
　先に述べたように、サラブレッドは人のアス
リートと比較してそれほど高い運動強度でのト
レーニングを行っているわけではないが、非常に
高い有酸素運動能力を有している。運動性低酸素
血症は人のアスリートにおいて最大酸素摂取量が
得られるような運動強度において報告されたが、
その後、馬においても頻繁に報告されることとな
る。しかし、最大酸素摂取量が得られるような強い
運動時において、よくトレーニングされた馬は、主
に肺の拡散制限と低い動脈血のヘモグロビンの酸
素飽和度により、よくトレーニングされた人より
も肺胞気動脈血酸素分圧較差(A-a DO2)が高くなる
と考えられている。
　サラブレッドの運動生理学的な実験がどのよう
な手順により行われているか、簡単に説明する。運
動負荷試験により、サラブレッドの運動中の生理
学的なデータを採取する場合には、あらかじめ動
脈血採取がしやすいように頸動脈を皮下に置換す
る動脈ループ手術が施された馬を用いることが多
い。走行中の酸素摂取量や二酸化炭素排出量の測
定は窒素希釈法が用いられる。動脈血の採材はこ
の動脈ループより行われ、混合静脈血の採取には

スワンガンツカテーテルの先端を肺動脈に留置す
ることにより行われる。このスワンガンツカテー
テルの先端には、温度計のプローブがあることか
ら、これにより得られた体温は動脈血や静脈血の
血液ガス分析の際の温度補正のために使われる。
　研究に用いられるようなサラブレッドは競馬に
使われるようなサラブレッドほどの心肺機能は持
たないと考えられるが、研究用サラブレッドの最
大酸素摂取量は150-180 ml O2/(min・kg)であっ
た。この値は人のマラソン選手の倍ほどの値であ
るが、エリート競走馬では、これよりさらに高い最
大酸素摂取量を持つと考えられる。この研究用サ
ラブレッドの運動中の動脈血酸素飽和度は82.5 
± 7.9%、動脈血酸素分圧は74.7 ± 7.7 mm Hgま
で減少し、著しい低酸素血症が観察された。著しい
低酸素血症にもかかわらず動脈血酸素濃度がそれ
ほど低下しないのはヘモグロビン濃度が上昇する
ためである。これは運動中に脾臓から赤血球が動
員されるためと考えられている。この現象は、脾臓
を摘出した馬では観察されない。
　次に、走行スピードを1.8 m/s から 11.0 m/sへ
と漸増させるトレッドミル運動中の呼吸循環機能
の結果を以下に示す。酸素摂取量と心拍数は走行
スピードが増加に伴って直線的に増加した。血中
ヘモグロビン濃度と心拍出量の増加に伴い酸素供
給量も増加した。動脈血酸素濃度は増加する一方、
静脈血酸素濃度は減少した。このため動静脈酸素
濃度差は増加し、このことも酸素摂取量の増加に
寄与していることが示された。動脈血酸素飽和度
と動脈血酸素分圧は最大下運動時から減少を始
め、11.0 m/sの走行の際には著しい低酸素血症が
認められた。これらの結果は、それほど強くない運
動強度においてもサラブレッドの場合、運動性低
酸素血症が起こることを示唆している。一方、人の
アスリートで認められる運動性低酸素血症は最大
運動時に観察されている。これらのことは、最大運
動時のサラブレッドの運動能力は呼吸器系の限界
によって制限されており、低酸素血症は肺拡散能
を改善するため肺の循環を刺激するためのものと
しては十分でないのかもしれない。

高酸素吸引による酸素摂取量の増加と分時乳酸蓄
積率を用いた無酸素エネルギーの測定
　サラブレッドにおける高強度運動時の運動性低
酸素血症は、新たな無酸素エネルギーの測定方法
開発のきっかけとなった。高強度運動時に認めら
れる著しい動脈血酸素飽和度の低下は高酸素ガス
を吸入させることで酸素供給量と酸素飽和度改善
の可能性を示唆していた。吸入酸素濃度をわずか
４％増加させるだけで、高強度運動時のサラブ
レッドの酸素摂取量は約10％増加した。
　超最大運動を行った際のサラブレッドの分時乳
酸蓄積率は直線的に増加することが知られてい
る。同様の現象は様々なほ乳類において観察され
ていた。一定のスピードで走行する際の最大酸素
摂取量を超過した分のエネルギーに対して乳酸値
が直線的に増加していることから、分時の乳酸蓄
積率は無酸素エネルギーの指標として使用できる
のではないかと考えられた。実際、走行スピードを
一定にすることで移動に費やすエネルギー量を一
定にしてサラブレッドを走行させた際、高酸素ガ
スを吸入させて酸素摂取量（有酸素エネルギー）を
増加させて無酸素エネルギーを減少させると分時
乳酸蓄積率は減少した。

サラブレッドの無酸素エネルギー測定
　Medbøらは酸素借を用いて無酸素エネルギーを
算出した。最大下運動のステップテストで得られ
るスピードと酸素摂取量との関係式から、オール
アウト走時に生産される総エネルギー量を算出
し、そこから酸素摂取量にで得られるエネルギー
量を引くことにより酸素借は求められた。2分か
ら5分間の異なるオールアウト走において、それ
ぞれの酸素借を求め、その最大値である最大酸素
借を無酸素エネルギーの指標として使用した。こ
の方法は、馬においても応用されるようになり、唯
一の無酸素エネルギーの測定方法となった。求め
られた馬の最大酸素借は8 0 - 1 1 0  m l  O 2  
equivalent/(min・kg) であり人の40-100 ml O2  
equivalent/(min・kg)とほぼ同じ値であると報告さ
れた。しかし、馬における最大酸素借の値はその最

大酸素摂取量が人の値の2倍以上あることや、
ピークの血漿乳酸値が人に比べて1.5倍以上高い
ことなどを考慮すると低い値であると考えられ
た。馬においては、走行スピードと酸素摂取量のか
ら算出される走行時の総エネルギー量が低く見積
もられている可能性が示唆されており、酸素借が
低く算出される原因の一つと考えられた。

乳酸蓄積率による無酸素エネルギーの測定
　そこで、われわれは先に述べた乳酸蓄積率を用
いた無酸素エネルギーの測定方法を開発し最大酸
素借による値と比較することとした。
　供試馬はよくトレーニングされたサラブレッド
６頭を用いた。通常酸素ガス（酸素濃度21％）、お
よび高酸素ガス（26％）を吸入させながら、供試馬
に対して規定運動を負荷し、その際の乳酸蓄積率
および酸素摂取量を測定した。規定運動負荷はト
レッドミル上において2-3分間でオールアウトに
なる運動強度で行った。この運動中に頸静脈より
15秒間隔で採血し、血中乳酸濃度を測定した。酸
素借の測定に必要な酸素摂取量とスピードの関係
を求めるために、漸増運動負荷試を1.7～10m/sの
スピードで行った。
　酸素摂取量は、通常酸素ガス吸入時が165 ± 9 
ml O2/(min・kg)であり、高酸素ガス吸入時が185 
± 10 ml O2/(min・kg)と高酸素ガス吸入時が
11.6%増加した。乳酸蓄積率は通常酸素ガス吸入
時が11.2 ± 4.3 mM/minであり、高酸素ガス吸入
時が6.8 ± 2.4 mM/minであった。これにより求
められた無酸素性のエネルギー量は114.5 ± 
27.4 ml O2 equivalent/(min・kg)であり、 酸素借で
求められた88.6 ± 24.3 ml O2  equivalent/(min・
kg)よりも高い値であった。一方、乳酸蓄積率と酸
素借の間には相関関係が認められる事から、測定
値の差は測定原理の違いによるものと考えられ
た。乳酸蓄積率による無酸素エネルギーの測定は
その特性上、馬においてしかできないが、酸素借と
の相関を考えると妥当な測定方法であると推察さ
れた。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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エリートアスリートとしてのサラブレッド競走馬
　サラブレッドのたぐいまれな運動能力は高い呼
吸循環機能によって支えられている。その最大心
拍数は一分間に210～230回で、一回拍出量は
1.6L、最大酸素摂取量は160 ml O2 /(min・kg)を超
える。最大酸素摂取量は人のマラソン選手の2倍
以上の値である。これらの値は、実験馬を用いて得
られたものであり、実際の競走馬はもっと高い値
であると推察されている。
　競走馬のトレーニングは1歳の秋からスタート
するが、トレーニング前のサラブレッドの最大酸
素摂取量は120-130 ml O2/(min・kg)であることが
報告されている。トレーニングを全く行っていな
いにもかかわらず、非常に高い値である。若いサラ
ブレッドの最初のトレーニングステージは速歩や
スローキャンターなどの、非常に強度の低い運動

からスタートし、筋肉への負荷を徐々に強めなが
ら心肺機能の強化を目的に行われる。その後、1歳
から2歳の夏～秋にかけての一般的な運動によ
り、最大酸素摂取量は150-170 ml O2/(min・kg)ま
で増加する。しかし、この間のトレーニングにおい
て、実際のレースと同様の運動強度でのトレーニ
ングが行われることはない。
　われわれは、世界で最も賞金を稼いだ馬である
テイエムオペラオーのトレーニングプログラムに
ついて報告した。テイエムオペラオーは1998年の
2歳の夏にレースにデビューし、2002年に引退す
るまで、26戦14勝、内7つのG1レースに勝利した。
一般的に、競走馬は週6日間のトレーニングを行
うが、追い切りと呼ばれるような高強度の運動は
週に一度か二度しか行われない。1800mの楕円の
ウッドチップコースにおいて行われた、ある日の

テイエムオペラオーの運動メニューは、ウォーミ
ングアップの後に最初の600mで徐々にスピード
を増加させ、最後の600mで最速のスピードにな
るような運動が行われた。レースの11日前に行わ
れた高強度運動時の1200mの平均の走行スピー
ドは868±8.8 (SD) m/minであり、最後の600mの
平均の走行スピードは926±10.2 m/minであっ
た。また、レース4日前に行われた高強度運動時の
1200mの平均の走行スピードは888±18.7  
m/minであり、最後の600mの平均の走行スピー
ドは932±20.2 m/minであった。その際の最高心
拍数は毎分210-220回であり、運動後10分の血漿
中の乳酸値は13-16 mmol/Lであった。心拍数や血
漿乳酸値の値からこれらの高強度運動は超最大運
動であることが明らかである。しかし、一方でこれ
らのスピードは実際のレースに比べると明らかに
遅いスピードでトレーニングされていることがわ
かる。

サラブレッドの運動性低酸素血症
　先に述べたように、サラブレッドは人のアス
リートと比較してそれほど高い運動強度でのト
レーニングを行っているわけではないが、非常に
高い有酸素運動能力を有している。運動性低酸素
血症は人のアスリートにおいて最大酸素摂取量が
得られるような運動強度において報告されたが、
その後、馬においても頻繁に報告されることとな
る。しかし、最大酸素摂取量が得られるような強い
運動時において、よくトレーニングされた馬は、主
に肺の拡散制限と低い動脈血のヘモグロビンの酸
素飽和度により、よくトレーニングされた人より
も肺胞気動脈血酸素分圧較差(A-a DO2)が高くなる
と考えられている。
　サラブレッドの運動生理学的な実験がどのよう
な手順により行われているか、簡単に説明する。運
動負荷試験により、サラブレッドの運動中の生理
学的なデータを採取する場合には、あらかじめ動
脈血採取がしやすいように頸動脈を皮下に置換す
る動脈ループ手術が施された馬を用いることが多
い。走行中の酸素摂取量や二酸化炭素排出量の測
定は窒素希釈法が用いられる。動脈血の採材はこ
の動脈ループより行われ、混合静脈血の採取には

スワンガンツカテーテルの先端を肺動脈に留置す
ることにより行われる。このスワンガンツカテー
テルの先端には、温度計のプローブがあることか
ら、これにより得られた体温は動脈血や静脈血の
血液ガス分析の際の温度補正のために使われる。
　研究に用いられるようなサラブレッドは競馬に
使われるようなサラブレッドほどの心肺機能は持
たないと考えられるが、研究用サラブレッドの最
大酸素摂取量は150-180 ml O2/(min・kg)であっ
た。この値は人のマラソン選手の倍ほどの値であ
るが、エリート競走馬では、これよりさらに高い最
大酸素摂取量を持つと考えられる。この研究用サ
ラブレッドの運動中の動脈血酸素飽和度は82.5 
± 7.9%、動脈血酸素分圧は74.7 ± 7.7 mm Hgま
で減少し、著しい低酸素血症が観察された。著しい
低酸素血症にもかかわらず動脈血酸素濃度がそれ
ほど低下しないのはヘモグロビン濃度が上昇する
ためである。これは運動中に脾臓から赤血球が動
員されるためと考えられている。この現象は、脾臓
を摘出した馬では観察されない。
　次に、走行スピードを1.8 m/s から 11.0 m/sへ
と漸増させるトレッドミル運動中の呼吸循環機能
の結果を以下に示す。酸素摂取量と心拍数は走行
スピードが増加に伴って直線的に増加した。血中
ヘモグロビン濃度と心拍出量の増加に伴い酸素供
給量も増加した。動脈血酸素濃度は増加する一方、
静脈血酸素濃度は減少した。このため動静脈酸素
濃度差は増加し、このことも酸素摂取量の増加に
寄与していることが示された。動脈血酸素飽和度
と動脈血酸素分圧は最大下運動時から減少を始
め、11.0 m/sの走行の際には著しい低酸素血症が
認められた。これらの結果は、それほど強くない運
動強度においてもサラブレッドの場合、運動性低
酸素血症が起こることを示唆している。一方、人の
アスリートで認められる運動性低酸素血症は最大
運動時に観察されている。これらのことは、最大運
動時のサラブレッドの運動能力は呼吸器系の限界
によって制限されており、低酸素血症は肺拡散能
を改善するため肺の循環を刺激するためのものと
しては十分でないのかもしれない。

高酸素吸引による酸素摂取量の増加と分時乳酸蓄
積率を用いた無酸素エネルギーの測定
　サラブレッドにおける高強度運動時の運動性低
酸素血症は、新たな無酸素エネルギーの測定方法
開発のきっかけとなった。高強度運動時に認めら
れる著しい動脈血酸素飽和度の低下は高酸素ガス
を吸入させることで酸素供給量と酸素飽和度改善
の可能性を示唆していた。吸入酸素濃度をわずか
４％増加させるだけで、高強度運動時のサラブ
レッドの酸素摂取量は約10％増加した。
　超最大運動を行った際のサラブレッドの分時乳
酸蓄積率は直線的に増加することが知られてい
る。同様の現象は様々なほ乳類において観察され
ていた。一定のスピードで走行する際の最大酸素
摂取量を超過した分のエネルギーに対して乳酸値
が直線的に増加していることから、分時の乳酸蓄
積率は無酸素エネルギーの指標として使用できる
のではないかと考えられた。実際、走行スピードを
一定にすることで移動に費やすエネルギー量を一
定にしてサラブレッドを走行させた際、高酸素ガ
スを吸入させて酸素摂取量（有酸素エネルギー）を
増加させて無酸素エネルギーを減少させると分時
乳酸蓄積率は減少した。

サラブレッドの無酸素エネルギー測定
　Medbøらは酸素借を用いて無酸素エネルギーを
算出した。最大下運動のステップテストで得られ
るスピードと酸素摂取量との関係式から、オール
アウト走時に生産される総エネルギー量を算出
し、そこから酸素摂取量にで得られるエネルギー
量を引くことにより酸素借は求められた。2分か
ら5分間の異なるオールアウト走において、それ
ぞれの酸素借を求め、その最大値である最大酸素
借を無酸素エネルギーの指標として使用した。こ
の方法は、馬においても応用されるようになり、唯
一の無酸素エネルギーの測定方法となった。求め
られた馬の最大酸素借は8 0 - 1 1 0  m l  O 2  
equivalent/(min・kg) であり人の40-100 ml O2  
equivalent/(min・kg)とほぼ同じ値であると報告さ
れた。しかし、馬における最大酸素借の値はその最

大酸素摂取量が人の値の2倍以上あることや、
ピークの血漿乳酸値が人に比べて1.5倍以上高い
ことなどを考慮すると低い値であると考えられ
た。馬においては、走行スピードと酸素摂取量のか
ら算出される走行時の総エネルギー量が低く見積
もられている可能性が示唆されており、酸素借が
低く算出される原因の一つと考えられた。

乳酸蓄積率による無酸素エネルギーの測定
　そこで、われわれは先に述べた乳酸蓄積率を用
いた無酸素エネルギーの測定方法を開発し最大酸
素借による値と比較することとした。
　供試馬はよくトレーニングされたサラブレッド
６頭を用いた。通常酸素ガス（酸素濃度21％）、お
よび高酸素ガス（26％）を吸入させながら、供試馬
に対して規定運動を負荷し、その際の乳酸蓄積率
および酸素摂取量を測定した。規定運動負荷はト
レッドミル上において2-3分間でオールアウトに
なる運動強度で行った。この運動中に頸静脈より
15秒間隔で採血し、血中乳酸濃度を測定した。酸
素借の測定に必要な酸素摂取量とスピードの関係
を求めるために、漸増運動負荷試を1.7～10m/sの
スピードで行った。
　酸素摂取量は、通常酸素ガス吸入時が165 ± 9 
ml O2/(min・kg)であり、高酸素ガス吸入時が185 
± 10 ml O2/(min・kg)と高酸素ガス吸入時が
11.6%増加した。乳酸蓄積率は通常酸素ガス吸入
時が11.2 ± 4.3 mM/minであり、高酸素ガス吸入
時が6.8 ± 2.4 mM/minであった。これにより求
められた無酸素性のエネルギー量は114.5 ± 
27.4 ml O2 equivalent/(min・kg)であり、 酸素借で
求められた88.6 ± 24.3 ml O2  equivalent/(min・
kg)よりも高い値であった。一方、乳酸蓄積率と酸
素借の間には相関関係が認められる事から、測定
値の差は測定原理の違いによるものと考えられ
た。乳酸蓄積率による無酸素エネルギーの測定は
その特性上、馬においてしかできないが、酸素借と
の相関を考えると妥当な測定方法であると推察さ
れた。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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文 献 紹 介

　昨年、オーストラリアのG1競走であるメルボル
ンカップ（フレミントン競馬場：芝3,200 m）へ遠
征したアドマイヤラクティ号が、競走直後に突然
死を起こしたことは記憶に新しいところです。病
理解剖により、原因は心不全によるものと診断さ
れました。競走中あるいは直後に発症するような
斃死症例では、病理解剖においても原因が断定で
きない症例も少なくなく、明らかな筋骨格系の損
傷が認められなければ循環器系の問題が疑われま
す。このようなケースは日本国内でもごく少数し
か発生せず、調査対象になりづらいところがあり
ました。今回紹介するこの論文は、原因探索や予防
の一助とすべく、そういった突然死の発症要因を
調査した、大変興味深い報告です。

　強運動に伴うサラブレッド競走馬の突然死はレ
アケースと言われている。オーストラリア、ビクト
リア州の競馬における報告では、突然死の発症率
が平地競走では0.008 %、障害競走では0.029 %で
あり、競走に関わる死亡原因の中で占める割合は、
平地競走で19 %、障害競走で3.5 %とされている。
同様の数字はイギリスで12 %、アメリカ・カリ
フォルニア州で9 %と報告されている。突然死を含
めた重篤な筋骨格系損傷の危険要因調査は多く報
告されているが、突然死単独の調査は行われてこ
なかった。今回、イギリスにおける突然死の発症要
因を明らかにするために調査を行ったので、ここ
に報告する。なお、突然死とは、病歴上重篤な整形
外科的損傷の前兆が認められない健康なサラブ
レッド馬が、競走中あるいは直後に急性の虚脱や

死亡を生ずることとした。
　調査対象馬は、2000年1月1日から2007年12月
31日にイギリス国内で行われた平地および障害
競走に出走した、201頭の発症例および705,712
頭の対照例とした。解析には回顧的ケースコント
ロールスタディ法を用いた。検討した要因は、馬
齢、競走馬クラス（未勝利・新馬・その他）、眼に関す
る馬装具の有無、舌しばりの有無、総出走回数、過
去30、60、90、180、365日以内の出走回数、総獲得
賞金、負担重量、競走条件、競走距離、競走距離の前
走増減比、施行時間帯（早朝・午後・夕方）、競走種別

（平地・ハードル・スティープルチェイス・ナショナ
ルハントフラット）、出走頭数、競走中の位置取り、
施行季節、セーリングorクレーミングレースの別、
競走の格、馬場（オールウェザー・芝）、馬場状態と
した。これらの要因について単変量解析後に、発症
と関連する可能性がある要因を選別して多変量モ
デルを構築し、オッズ比を算出した。
　発症例201のうち、競走中発症は114、競走直後
発症は70であった。17例については、突然死のタ
イミングが明らかでなかった。発症率は0.03 %で
あった。馬場別に見ると、平地芝競走で0.007 %、
平地オールウェザー競走で0.009 %で、競走種別
で見ると、ナショナルハントフラットレースで
0.04 %、ハードル競走で0.05 %、スティープルチェ
イス競走で0.1 %であった。
　単変量解析の結果、馬齢、競走馬クラス、競走距
離の前走増減比、競走距離、馬場状態、施行時間帯、
競走種別、施行季節、過去30、60、90、180、365日
以内の出走回数、馬場、負担重量の各要因が発症と
関連する可能性があったため、多変量モデルの構
成要因として採用された。このモデルを検討した
結果、突然死と関連する要因は、① 馬齢（高齢馬ほ
ど発症リスク高；1年齢高くなると1.3倍高リス
ク）、② 競走距離（長距離ほど発症リスク高；1km
延長につき1.3倍高リスク）、③ 競走種別（平地競
走に比べ、ハードル競走で2.2倍、スティープル
チェイス競走で2.3倍、ナショナルハントフラット

レースで3.1倍高リスク）、④ 施行季節（夏季施行
競走では他の季節に比べ、1.8倍高リスク）、⑤ 過
去60日以内の出走回数（出走数が少ない方が高リ
スク；1走増えると0.8倍のリスク減）であった。
　突然死馬の剖検では、死亡原因につながる所見
として肺出血や特発性の血管破裂が認められるこ
とが多く、また所見が認められないケースでは、原
因として不整脈の関与が疑われている。本研究で
判明した発症要因は、いずれも既報のEIPHや心室
性不整脈といった循環器系疾患の発症要因と共通
しており、突然死馬の病因にも関与しているもの
と考えられた。平地競走に対して障害競走におい
て高いオッズ比を示していることについては、障
害では頸骨骨折のような重篤な損傷の発症リスク
が内在されており、こういった症例も解析に含め
ているためと考えられた。過去60日以内の出走回
数が多い馬で発症リスクが低いという結果につい
ては、出走数が多い馬はレースのための必要な運
動を消化できている健康な馬であることを示して
いるものと考えられた。しかし、出走数が多いと筋
骨格系損傷の発症リスクが増えるという報告も散
見され、突然死の予防には注意が必要である。これ
らのことから、競走に関連する競走馬の突然死に
は、EIPHや運動誘発性不整脈のような循環器系疾
患が強く関わっていることが推察された。

【訳者後記】
　当時のアドマイヤラクティ号の担当厩務員によ
ると、昨年のメルボルンカップが行われたのは気
温が30度代の暑熱気候下で、しかも日陰のない装
鞍所で長時間待機させられたそうです。結果的に
は、運悪く患馬にとって突然死を引き起こすよう
な発症要因が5個中4個（高齢、長距離競走、夏季施
行、過去60日以内で1走のみ）も該当していたこと
になります。日本の夏の気候も年々厳しいものに
なっていますが、そういった意味でこの報告の重
要性は高いと考えられます。

英国内におけるサラブレッド競走馬の
競走関連突然死の発症要因（2000 - 2007）

Risk factors for race-associated sudden death in Thoroughbred racehorse in the UK (2000-2007)
C. H. Lyle, K. J. Blissitt, R. N. Kennedy, B. C. McGorum, J. R. Newton, T. D. H. Parkin, A. Stirk and L. A. Boden

Equine Veterinary Journal 2012 ; 44, 459-465.
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要約

　イギリスにおけるサラブレッド競走馬の競走に関連する突然死について、発症要因を明らかにする
ための統計調査を行った。多種の競走関連要因について単変量解析を行ったところ、馬齢、競走馬クラ
ス、競走距離の前走増減比、競走距離、馬場状態、施行時間帯、競走種別、施行季節、過去30、60、90、180、
365日以内の出走回数、馬場、負担重量の各要因が発症と関連する可能性があったため、これらを構成要
因とした多変量モデルを構築した。このモデルを検討した結果、突然死と関連する要因は、馬齢（高齢）、
競走距離（長距離）、競走種別（平地以外）、施行季節（夏季）、過去60日以内の出走回数（少ない）であった。
これらの発症要因は、いずれもEIPHや心室性不整脈といった循環器系疾患の発症要因と共通しており、
突然死の病因にも関与しているものと考えられた。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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　昨年、オーストラリアのG1競走であるメルボル
ンカップ（フレミントン競馬場：芝3,200 m）へ遠
征したアドマイヤラクティ号が、競走直後に突然
死を起こしたことは記憶に新しいところです。病
理解剖により、原因は心不全によるものと診断さ
れました。競走中あるいは直後に発症するような
斃死症例では、病理解剖においても原因が断定で
きない症例も少なくなく、明らかな筋骨格系の損
傷が認められなければ循環器系の問題が疑われま
す。このようなケースは日本国内でもごく少数し
か発生せず、調査対象になりづらいところがあり
ました。今回紹介するこの論文は、原因探索や予防
の一助とすべく、そういった突然死の発症要因を
調査した、大変興味深い報告です。

　強運動に伴うサラブレッド競走馬の突然死はレ
アケースと言われている。オーストラリア、ビクト
リア州の競馬における報告では、突然死の発症率
が平地競走では0.008 %、障害競走では0.029 %で
あり、競走に関わる死亡原因の中で占める割合は、
平地競走で19 %、障害競走で3.5 %とされている。
同様の数字はイギリスで12 %、アメリカ・カリ
フォルニア州で9 %と報告されている。突然死を含
めた重篤な筋骨格系損傷の危険要因調査は多く報
告されているが、突然死単独の調査は行われてこ
なかった。今回、イギリスにおける突然死の発症要
因を明らかにするために調査を行ったので、ここ
に報告する。なお、突然死とは、病歴上重篤な整形
外科的損傷の前兆が認められない健康なサラブ
レッド馬が、競走中あるいは直後に急性の虚脱や

死亡を生ずることとした。
　調査対象馬は、2000年1月1日から2007年12月
31日にイギリス国内で行われた平地および障害
競走に出走した、201頭の発症例および705,712
頭の対照例とした。解析には回顧的ケースコント
ロールスタディ法を用いた。検討した要因は、馬
齢、競走馬クラス（未勝利・新馬・その他）、眼に関す
る馬装具の有無、舌しばりの有無、総出走回数、過
去30、60、90、180、365日以内の出走回数、総獲得
賞金、負担重量、競走条件、競走距離、競走距離の前
走増減比、施行時間帯（早朝・午後・夕方）、競走種別

（平地・ハードル・スティープルチェイス・ナショナ
ルハントフラット）、出走頭数、競走中の位置取り、
施行季節、セーリングorクレーミングレースの別、
競走の格、馬場（オールウェザー・芝）、馬場状態と
した。これらの要因について単変量解析後に、発症
と関連する可能性がある要因を選別して多変量モ
デルを構築し、オッズ比を算出した。
　発症例201のうち、競走中発症は114、競走直後
発症は70であった。17例については、突然死のタ
イミングが明らかでなかった。発症率は0.03 %で
あった。馬場別に見ると、平地芝競走で0.007 %、
平地オールウェザー競走で0.009 %で、競走種別
で見ると、ナショナルハントフラットレースで
0.04 %、ハードル競走で0.05 %、スティープルチェ
イス競走で0.1 %であった。
　単変量解析の結果、馬齢、競走馬クラス、競走距
離の前走増減比、競走距離、馬場状態、施行時間帯、
競走種別、施行季節、過去30、60、90、180、365日
以内の出走回数、馬場、負担重量の各要因が発症と
関連する可能性があったため、多変量モデルの構
成要因として採用された。このモデルを検討した
結果、突然死と関連する要因は、① 馬齢（高齢馬ほ
ど発症リスク高；1年齢高くなると1.3倍高リス
ク）、② 競走距離（長距離ほど発症リスク高；1km
延長につき1.3倍高リスク）、③ 競走種別（平地競
走に比べ、ハードル競走で2.2倍、スティープル
チェイス競走で2.3倍、ナショナルハントフラット

レースで3.1倍高リスク）、④ 施行季節（夏季施行
競走では他の季節に比べ、1.8倍高リスク）、⑤ 過
去60日以内の出走回数（出走数が少ない方が高リ
スク；1走増えると0.8倍のリスク減）であった。
　突然死馬の剖検では、死亡原因につながる所見
として肺出血や特発性の血管破裂が認められるこ
とが多く、また所見が認められないケースでは、原
因として不整脈の関与が疑われている。本研究で
判明した発症要因は、いずれも既報のEIPHや心室
性不整脈といった循環器系疾患の発症要因と共通
しており、突然死馬の病因にも関与しているもの
と考えられた。平地競走に対して障害競走におい
て高いオッズ比を示していることについては、障
害では頸骨骨折のような重篤な損傷の発症リスク
が内在されており、こういった症例も解析に含め
ているためと考えられた。過去60日以内の出走回
数が多い馬で発症リスクが低いという結果につい
ては、出走数が多い馬はレースのための必要な運
動を消化できている健康な馬であることを示して
いるものと考えられた。しかし、出走数が多いと筋
骨格系損傷の発症リスクが増えるという報告も散
見され、突然死の予防には注意が必要である。これ
らのことから、競走に関連する競走馬の突然死に
は、EIPHや運動誘発性不整脈のような循環器系疾
患が強く関わっていることが推察された。

【訳者後記】
　当時のアドマイヤラクティ号の担当厩務員によ
ると、昨年のメルボルンカップが行われたのは気
温が30度代の暑熱気候下で、しかも日陰のない装
鞍所で長時間待機させられたそうです。結果的に
は、運悪く患馬にとって突然死を引き起こすよう
な発症要因が5個中4個（高齢、長距離競走、夏季施
行、過去60日以内で1走のみ）も該当していたこと
になります。日本の夏の気候も年々厳しいものに
なっていますが、そういった意味でこの報告の重
要性は高いと考えられます。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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Bone injuries of extreme equine athletes
　競走馬の骨折は、第３中手骨、第３中足骨の顆部
骨折、第１指骨の矢状骨折、近位種子骨骨折、第３
手根骨板状骨折が多い。また、脛骨や上腕骨、第３
中手骨、第３中足骨、肩甲骨などの疲労骨折も競走
馬に典型的である。他には、球節や腕節の軟骨損傷
が多く、これらは同部の剥離骨折につながる。この
ような骨折は高速での運動と密に関連しており、
跛行歴がなくても突然起こりうる。前シーズンの
出走歴や調教量、事故前３０日の走行距離などが
多い方が骨折しやすいという報告もある。
　軟骨下骨のmicrocrack(微細亀裂)は第３中手骨
や第３中足骨顆によく観察され、ここから骨折線
が伸びていく。このmicrocrackは骨に実験的に負
荷を繰り返した後に見られる疲労性損傷と同じよ
うなものである。

Understanding fatigue
　Fatigue(疲労)は物質が繰り返し負荷を受けた際
に物質が変性していくことを指す。負荷を繰り返
すと、応力が集中する部位に微細な損傷が蓄積し
ていき、最終的には重大な骨折を発症する

（=fatigue failure）。
　Fatigue life（疲労性寿命）とは特定の負荷試験下
で、その物質が破綻するまでに行った試験回数で
あり、物質の特性や負荷強度、物質構造の特性に影
響される。骨のfatigue failureも微細損傷の蓄積か
ら発症する。Microcrackは骨を構成する分子レベ
ルの変性からはじまると考えられており、その積
み重なりが微細損傷となる。そして微細損傷はか
かる負荷のタイプ（引っ張る、圧縮、ねじれなど）に
よって異なる。微細損傷の中でも肉眼的に見える
まで大きくなりfatigue failureにつながるものと、
大きくならないものの差は良く分かっていない。

　骨の硬度は標本によってかなり異なり、かつ同
じ骨でも部位によって異なる。同様に、骨の空隙率
や石灰化なども同じ個体内でも異なるため、
fatigue lifeは馬ごとに大きく異なる。Fatigue lifeに
基づき、骨折の予防を行うためには安全域をかな
り考慮する必要がある。
　骨のfatigue lifeは１回の負荷強度が増えると指
数関数的に減少していく。つまり、高強度の負荷で
は少し負荷を増加させるとfatigue lifeは著しく減
少し、低強度の負荷では負荷を増加させても
fatigue lifeにあまり変化はない。このfatigue lifeは
骨の体積や大きさ（マウスよりも馬の方がfatigue 
lifeが短い）、骨の構造（第3中手骨の海綿骨は異方
性で生理学的にかかる力の方向と同じ方向の負荷
に対するfatigue lifeは長いが、違う方向なら短
い）、空隙の数や骨吸収部（休養で増加する）の程度
によって変化する。
　骨疲労の過程において負荷の強度が重要である
にも関わらず、馬の動作中の骨や関節にかかる力
を直接測定したデータは少ない。歪みゲージを骨
に埋め込むようなことは、骨の生理学的特徴が変
わるため負荷のパターンが変わる、あるいは痛み
で跛行してしまうだろう。骨の生理学的特徴を変
えずに骨にかかる力を正確に測定する技術がない
ため、データが少ないのである。
　
Bone response to loading in vivo
　骨は外からかかる負荷に皮質の厚さや形状、体
積を変えて適応する(=modelling)。レースに向けた
調教を行っているサラブレッドでは、第3中手骨
の皮質が厚くなり軟骨下海綿骨の体積が増える。
このような適応をした骨は硬度が硬くなり、降伏
応力（破綻する荷重）も大きくなる（＝より強い力
まで耐えられる）。3歳未満の若馬で第3中手骨顆
部の骨折が古馬よりも多いという報告があるの
は、骨が未熟な段階でまだ外からの負荷に適応で
きていないからかもしれない。骨は外からの負荷
が減っても、同様に適応する。調教を長期間休養し
ている馬では第3中手骨の骨幹の骨密度の減少や
顆部の空隙が増えてくる。
　骨が新しく置換することをremodellingと呼ん
でいる。疲労が蓄積した部位では損傷が除去され

る反応が起こる。破骨細胞と骨芽細胞などの活性
化が起こり、骨吸収、骨形成と反応が進む。人間の
場合、骨吸収は6～7週間程度、全ての反応が完結
するまで4ヶ月程度要するという報告もある（馬
での期間は不明）。このremodellingは蓄積された
微細損傷の除去に重要となるが、高強度の負荷が
繰り返しかかるような状況ではremodelling反応
は抑えられてしまう。サラブレッドでも同様に、
レースに向けた調教を繰り返している間の
remodelling反応は少ない。

Risk factors associated with bone fatigue 
failure
　まず、年齢について見てみる。骨の疲労性傷害を
予防する上では上述したような適応が重要となる
ため、骨折リスクは調教に適応していない若馬に
多いだろう。競走馬の骨折のうち遠位に起こるも
のは年齢に関わらず、競走初年度に起こるリスク
が高く、未出走馬は致死的な肩甲骨骨折のリスク
が高いとする報告もある。そして、５年競走を続け
ると再び遠位に骨折を発症するリスクが高くな
る。老齢の馬の方が競走中の致死的な骨折リスク
が高いとする報告もあるが、この報告は平地競走
と障害競走を混合している。障害競走の方が骨折
リスクは高いが、同時に障害競走に出走する馬の
方が高齢であるため、解釈には注意が必要となる。
　続いて性差について見てみる。第３中手骨およ
び第３中足骨の外側顆骨折の発症馬の数と跛行し
た馬の放射性同位元素の取り込み量は牝馬よりも
牡馬の方が多かった。さらに、牡馬の方が致死的な
筋骨格損傷を起こすという報告もある。
　また、硬い馬場では故障リスクが高いという報
告もいくつかある。そしてこれは、硬い馬場の方が
スピードが速いことに起因するのかもしれない。
さらに、長距離を走る方が故障率は高いとする報
告もある。
　高速走行もリスクファクターの１つに挙げられ
るだろう。しかし、一見すると矛盾するような疫学
調査結果がある。多くの研究がキャンターでも
ギャロップでも走行距離を増やし過ぎると筋骨格
系の故障につながるとする一方、短い距離を高速
のギャロップさせる方が長い距離をキャンターす

るよりも骨折しないとする報告があるのだ。高速
で走る距離と故障率の関係は直線的な関係ではな
く、二次曲線的なモデルの方が有用であろう。最小
限の距離で骨を高速走行に適応させる必要がある
が、一定以上の距離を走ると微細損傷が骨にとっ
て有害になってくるということである。

Implications for managing horses
　骨の歪みとfatigue lifeの関係が指数関数的にな
る以上、たとえ僅かでも肢にかかる力を減らした
ほうが故障は減少するだろう。これには走行速度
を減速させれば良いというのが最もな考え方であ
り、オーストラリアにおいて馬場状態が重馬場で
は良馬場よりも故障が少ない主な理由ともなって
いるのではないだろうか。また、馬の体重や負担重
量を減らすのも重要なファクターである。
　骨にかかる力に早くかつ徐々に適応させるのも
重要となる。第3中手骨背側病変（いわゆるソエ）
を減らすには長い距離を走るキャンターを避け、
定期的に高速走行で短い距離を走らせた方が骨の
適応がスムーズに行われるため良いとする報告も
ある。また、休養から復帰するときも同様に注意が
必要である。休養期間は骨細胞の置換にはとても
重要であるが、骨の空隙が多くなっているため強
度は弱い。

　よく適応した骨でも微細損傷は蓄積されてお
り、リモデリングプロセスが重要となってくるが、
調教中の競走馬において応力が高い部位でも微細
損傷を防ぐだけのリモデリングが起こるのかは不
明である。もし調教中にはリモデリングプロセス
が止まってしまうなら、高速での調教量は減らし
休養期間を増やさねばならないだろう。適切な休
養期間も分かっていないが、サラブレッド競走馬
ではほとんど場合疲労性損傷が観察されるので、
現在一般的に行われているよりも休養頻度を増や
すか休養期間を延ばすべきかもしれない。
　
Conclusion
　競走馬においては皮質骨および軟骨下骨の疲労
性損傷による故障が多いというデータは数多くあ
る。これらの故障の予防や処置には骨疲労の過程
を理解することが重要であるが、複雑であり、多く
の要素が絡み合っている。将来的には観察的な研
究だけではなく、より多くの学問分野を組み合わ
せて、例えば観察、実験、生体工学の結果を数学的
なモデルに当てはめて調教の安全域を決めるよう
なことが望まれる。それまでの間しばらくは、骨疲
労の過程を理解することで故障のリスクマネジメ
ントを臨床医がすべきである。
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要約

　筋骨格系の傷害は競走馬にとってトレーニングができなくなる一般的な原因であり、その多くが骨
の傷害である。競走馬の骨傷害は、骨に高い負荷が繰り返しかかることで骨が脆弱になり、その結果破
綻することが多い。治療や検査技法も限られているため、骨折の予防につながる知見を得ることは重要
である。この総説では疲労性寿命(fatigue life)、調教に対する骨の反応や疲労骨折のリスクファクターな
どを紹介する。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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Bone injuries of extreme equine athletes
　競走馬の骨折は、第３中手骨、第３中足骨の顆部
骨折、第１指骨の矢状骨折、近位種子骨骨折、第３
手根骨板状骨折が多い。また、脛骨や上腕骨、第３
中手骨、第３中足骨、肩甲骨などの疲労骨折も競走
馬に典型的である。他には、球節や腕節の軟骨損傷
が多く、これらは同部の剥離骨折につながる。この
ような骨折は高速での運動と密に関連しており、
跛行歴がなくても突然起こりうる。前シーズンの
出走歴や調教量、事故前３０日の走行距離などが
多い方が骨折しやすいという報告もある。
　軟骨下骨のmicrocrack(微細亀裂)は第３中手骨
や第３中足骨顆によく観察され、ここから骨折線
が伸びていく。このmicrocrackは骨に実験的に負
荷を繰り返した後に見られる疲労性損傷と同じよ
うなものである。

Understanding fatigue
　Fatigue(疲労)は物質が繰り返し負荷を受けた際
に物質が変性していくことを指す。負荷を繰り返
すと、応力が集中する部位に微細な損傷が蓄積し
ていき、最終的には重大な骨折を発症する

（=fatigue failure）。
　Fatigue life（疲労性寿命）とは特定の負荷試験下
で、その物質が破綻するまでに行った試験回数で
あり、物質の特性や負荷強度、物質構造の特性に影
響される。骨のfatigue failureも微細損傷の蓄積か
ら発症する。Microcrackは骨を構成する分子レベ
ルの変性からはじまると考えられており、その積
み重なりが微細損傷となる。そして微細損傷はか
かる負荷のタイプ（引っ張る、圧縮、ねじれなど）に
よって異なる。微細損傷の中でも肉眼的に見える
まで大きくなりfatigue failureにつながるものと、
大きくならないものの差は良く分かっていない。

　骨の硬度は標本によってかなり異なり、かつ同
じ骨でも部位によって異なる。同様に、骨の空隙率
や石灰化なども同じ個体内でも異なるため、
fatigue lifeは馬ごとに大きく異なる。Fatigue lifeに
基づき、骨折の予防を行うためには安全域をかな
り考慮する必要がある。
　骨のfatigue lifeは１回の負荷強度が増えると指
数関数的に減少していく。つまり、高強度の負荷で
は少し負荷を増加させるとfatigue lifeは著しく減
少し、低強度の負荷では負荷を増加させても
fatigue lifeにあまり変化はない。このfatigue lifeは
骨の体積や大きさ（マウスよりも馬の方がfatigue 
lifeが短い）、骨の構造（第3中手骨の海綿骨は異方
性で生理学的にかかる力の方向と同じ方向の負荷
に対するfatigue lifeは長いが、違う方向なら短
い）、空隙の数や骨吸収部（休養で増加する）の程度
によって変化する。
　骨疲労の過程において負荷の強度が重要である
にも関わらず、馬の動作中の骨や関節にかかる力
を直接測定したデータは少ない。歪みゲージを骨
に埋め込むようなことは、骨の生理学的特徴が変
わるため負荷のパターンが変わる、あるいは痛み
で跛行してしまうだろう。骨の生理学的特徴を変
えずに骨にかかる力を正確に測定する技術がない
ため、データが少ないのである。
　
Bone response to loading in vivo
　骨は外からかかる負荷に皮質の厚さや形状、体
積を変えて適応する(=modelling)。レースに向けた
調教を行っているサラブレッドでは、第3中手骨
の皮質が厚くなり軟骨下海綿骨の体積が増える。
このような適応をした骨は硬度が硬くなり、降伏
応力（破綻する荷重）も大きくなる（＝より強い力
まで耐えられる）。3歳未満の若馬で第3中手骨顆
部の骨折が古馬よりも多いという報告があるの
は、骨が未熟な段階でまだ外からの負荷に適応で
きていないからかもしれない。骨は外からの負荷
が減っても、同様に適応する。調教を長期間休養し
ている馬では第3中手骨の骨幹の骨密度の減少や
顆部の空隙が増えてくる。
　骨が新しく置換することをremodellingと呼ん
でいる。疲労が蓄積した部位では損傷が除去され

る反応が起こる。破骨細胞と骨芽細胞などの活性
化が起こり、骨吸収、骨形成と反応が進む。人間の
場合、骨吸収は6～7週間程度、全ての反応が完結
するまで4ヶ月程度要するという報告もある（馬
での期間は不明）。このremodellingは蓄積された
微細損傷の除去に重要となるが、高強度の負荷が
繰り返しかかるような状況ではremodelling反応
は抑えられてしまう。サラブレッドでも同様に、
レースに向けた調教を繰り返している間の
remodelling反応は少ない。

Risk factors associated with bone fatigue 
failure
　まず、年齢について見てみる。骨の疲労性傷害を
予防する上では上述したような適応が重要となる
ため、骨折リスクは調教に適応していない若馬に
多いだろう。競走馬の骨折のうち遠位に起こるも
のは年齢に関わらず、競走初年度に起こるリスク
が高く、未出走馬は致死的な肩甲骨骨折のリスク
が高いとする報告もある。そして、５年競走を続け
ると再び遠位に骨折を発症するリスクが高くな
る。老齢の馬の方が競走中の致死的な骨折リスク
が高いとする報告もあるが、この報告は平地競走
と障害競走を混合している。障害競走の方が骨折
リスクは高いが、同時に障害競走に出走する馬の
方が高齢であるため、解釈には注意が必要となる。
　続いて性差について見てみる。第３中手骨およ
び第３中足骨の外側顆骨折の発症馬の数と跛行し
た馬の放射性同位元素の取り込み量は牝馬よりも
牡馬の方が多かった。さらに、牡馬の方が致死的な
筋骨格損傷を起こすという報告もある。
　また、硬い馬場では故障リスクが高いという報
告もいくつかある。そしてこれは、硬い馬場の方が
スピードが速いことに起因するのかもしれない。
さらに、長距離を走る方が故障率は高いとする報
告もある。
　高速走行もリスクファクターの１つに挙げられ
るだろう。しかし、一見すると矛盾するような疫学
調査結果がある。多くの研究がキャンターでも
ギャロップでも走行距離を増やし過ぎると筋骨格
系の故障につながるとする一方、短い距離を高速
のギャロップさせる方が長い距離をキャンターす

るよりも骨折しないとする報告があるのだ。高速
で走る距離と故障率の関係は直線的な関係ではな
く、二次曲線的なモデルの方が有用であろう。最小
限の距離で骨を高速走行に適応させる必要がある
が、一定以上の距離を走ると微細損傷が骨にとっ
て有害になってくるということである。

Implications for managing horses
　骨の歪みとfatigue lifeの関係が指数関数的にな
る以上、たとえ僅かでも肢にかかる力を減らした
ほうが故障は減少するだろう。これには走行速度
を減速させれば良いというのが最もな考え方であ
り、オーストラリアにおいて馬場状態が重馬場で
は良馬場よりも故障が少ない主な理由ともなって
いるのではないだろうか。また、馬の体重や負担重
量を減らすのも重要なファクターである。
　骨にかかる力に早くかつ徐々に適応させるのも
重要となる。第3中手骨背側病変（いわゆるソエ）
を減らすには長い距離を走るキャンターを避け、
定期的に高速走行で短い距離を走らせた方が骨の
適応がスムーズに行われるため良いとする報告も
ある。また、休養から復帰するときも同様に注意が
必要である。休養期間は骨細胞の置換にはとても
重要であるが、骨の空隙が多くなっているため強
度は弱い。

　よく適応した骨でも微細損傷は蓄積されてお
り、リモデリングプロセスが重要となってくるが、
調教中の競走馬において応力が高い部位でも微細
損傷を防ぐだけのリモデリングが起こるのかは不
明である。もし調教中にはリモデリングプロセス
が止まってしまうなら、高速での調教量は減らし
休養期間を増やさねばならないだろう。適切な休
養期間も分かっていないが、サラブレッド競走馬
ではほとんど場合疲労性損傷が観察されるので、
現在一般的に行われているよりも休養頻度を増や
すか休養期間を延ばすべきかもしれない。
　
Conclusion
　競走馬においては皮質骨および軟骨下骨の疲労
性損傷による故障が多いというデータは数多くあ
る。これらの故障の予防や処置には骨疲労の過程
を理解することが重要であるが、複雑であり、多く
の要素が絡み合っている。将来的には観察的な研
究だけではなく、より多くの学問分野を組み合わ
せて、例えば観察、実験、生体工学の結果を数学的
なモデルに当てはめて調教の安全域を決めるよう
なことが望まれる。それまでの間しばらくは、骨疲
労の過程を理解することで故障のリスクマネジメ
ントを臨床医がすべきである。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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Bone injuries of extreme equine athletes
　競走馬の骨折は、第３中手骨、第３中足骨の顆部
骨折、第１指骨の矢状骨折、近位種子骨骨折、第３
手根骨板状骨折が多い。また、脛骨や上腕骨、第３
中手骨、第３中足骨、肩甲骨などの疲労骨折も競走
馬に典型的である。他には、球節や腕節の軟骨損傷
が多く、これらは同部の剥離骨折につながる。この
ような骨折は高速での運動と密に関連しており、
跛行歴がなくても突然起こりうる。前シーズンの
出走歴や調教量、事故前３０日の走行距離などが
多い方が骨折しやすいという報告もある。
　軟骨下骨のmicrocrack(微細亀裂)は第３中手骨
や第３中足骨顆によく観察され、ここから骨折線
が伸びていく。このmicrocrackは骨に実験的に負
荷を繰り返した後に見られる疲労性損傷と同じよ
うなものである。

Understanding fatigue
　Fatigue(疲労)は物質が繰り返し負荷を受けた際
に物質が変性していくことを指す。負荷を繰り返
すと、応力が集中する部位に微細な損傷が蓄積し
ていき、最終的には重大な骨折を発症する

（=fatigue failure）。
　Fatigue life（疲労性寿命）とは特定の負荷試験下
で、その物質が破綻するまでに行った試験回数で
あり、物質の特性や負荷強度、物質構造の特性に影
響される。骨のfatigue failureも微細損傷の蓄積か
ら発症する。Microcrackは骨を構成する分子レベ
ルの変性からはじまると考えられており、その積
み重なりが微細損傷となる。そして微細損傷はか
かる負荷のタイプ（引っ張る、圧縮、ねじれなど）に
よって異なる。微細損傷の中でも肉眼的に見える
まで大きくなりfatigue failureにつながるものと、
大きくならないものの差は良く分かっていない。

　骨の硬度は標本によってかなり異なり、かつ同
じ骨でも部位によって異なる。同様に、骨の空隙率
や石灰化なども同じ個体内でも異なるため、
fatigue lifeは馬ごとに大きく異なる。Fatigue lifeに
基づき、骨折の予防を行うためには安全域をかな
り考慮する必要がある。
　骨のfatigue lifeは１回の負荷強度が増えると指
数関数的に減少していく。つまり、高強度の負荷で
は少し負荷を増加させるとfatigue lifeは著しく減
少し、低強度の負荷では負荷を増加させても
fatigue lifeにあまり変化はない。このfatigue lifeは
骨の体積や大きさ（マウスよりも馬の方がfatigue 
lifeが短い）、骨の構造（第3中手骨の海綿骨は異方
性で生理学的にかかる力の方向と同じ方向の負荷
に対するfatigue lifeは長いが、違う方向なら短
い）、空隙の数や骨吸収部（休養で増加する）の程度
によって変化する。
　骨疲労の過程において負荷の強度が重要である
にも関わらず、馬の動作中の骨や関節にかかる力
を直接測定したデータは少ない。歪みゲージを骨
に埋め込むようなことは、骨の生理学的特徴が変
わるため負荷のパターンが変わる、あるいは痛み
で跛行してしまうだろう。骨の生理学的特徴を変
えずに骨にかかる力を正確に測定する技術がない
ため、データが少ないのである。
　
Bone response to loading in vivo
　骨は外からかかる負荷に皮質の厚さや形状、体
積を変えて適応する(=modelling)。レースに向けた
調教を行っているサラブレッドでは、第3中手骨
の皮質が厚くなり軟骨下海綿骨の体積が増える。
このような適応をした骨は硬度が硬くなり、降伏
応力（破綻する荷重）も大きくなる（＝より強い力
まで耐えられる）。3歳未満の若馬で第3中手骨顆
部の骨折が古馬よりも多いという報告があるの
は、骨が未熟な段階でまだ外からの負荷に適応で
きていないからかもしれない。骨は外からの負荷
が減っても、同様に適応する。調教を長期間休養し
ている馬では第3中手骨の骨幹の骨密度の減少や
顆部の空隙が増えてくる。
　骨が新しく置換することをremodellingと呼ん
でいる。疲労が蓄積した部位では損傷が除去され

る反応が起こる。破骨細胞と骨芽細胞などの活性
化が起こり、骨吸収、骨形成と反応が進む。人間の
場合、骨吸収は6～7週間程度、全ての反応が完結
するまで4ヶ月程度要するという報告もある（馬
での期間は不明）。このremodellingは蓄積された
微細損傷の除去に重要となるが、高強度の負荷が
繰り返しかかるような状況ではremodelling反応
は抑えられてしまう。サラブレッドでも同様に、
レースに向けた調教を繰り返している間の
remodelling反応は少ない。

Risk factors associated with bone fatigue 
failure
　まず、年齢について見てみる。骨の疲労性傷害を
予防する上では上述したような適応が重要となる
ため、骨折リスクは調教に適応していない若馬に
多いだろう。競走馬の骨折のうち遠位に起こるも
のは年齢に関わらず、競走初年度に起こるリスク
が高く、未出走馬は致死的な肩甲骨骨折のリスク
が高いとする報告もある。そして、５年競走を続け
ると再び遠位に骨折を発症するリスクが高くな
る。老齢の馬の方が競走中の致死的な骨折リスク
が高いとする報告もあるが、この報告は平地競走
と障害競走を混合している。障害競走の方が骨折
リスクは高いが、同時に障害競走に出走する馬の
方が高齢であるため、解釈には注意が必要となる。
　続いて性差について見てみる。第３中手骨およ
び第３中足骨の外側顆骨折の発症馬の数と跛行し
た馬の放射性同位元素の取り込み量は牝馬よりも
牡馬の方が多かった。さらに、牡馬の方が致死的な
筋骨格損傷を起こすという報告もある。
　また、硬い馬場では故障リスクが高いという報
告もいくつかある。そしてこれは、硬い馬場の方が
スピードが速いことに起因するのかもしれない。
さらに、長距離を走る方が故障率は高いとする報
告もある。
　高速走行もリスクファクターの１つに挙げられ
るだろう。しかし、一見すると矛盾するような疫学
調査結果がある。多くの研究がキャンターでも
ギャロップでも走行距離を増やし過ぎると筋骨格
系の故障につながるとする一方、短い距離を高速
のギャロップさせる方が長い距離をキャンターす

るよりも骨折しないとする報告があるのだ。高速
で走る距離と故障率の関係は直線的な関係ではな
く、二次曲線的なモデルの方が有用であろう。最小
限の距離で骨を高速走行に適応させる必要がある
が、一定以上の距離を走ると微細損傷が骨にとっ
て有害になってくるということである。

Implications for managing horses
　骨の歪みとfatigue lifeの関係が指数関数的にな
る以上、たとえ僅かでも肢にかかる力を減らした
ほうが故障は減少するだろう。これには走行速度
を減速させれば良いというのが最もな考え方であ
り、オーストラリアにおいて馬場状態が重馬場で
は良馬場よりも故障が少ない主な理由ともなって
いるのではないだろうか。また、馬の体重や負担重
量を減らすのも重要なファクターである。
　骨にかかる力に早くかつ徐々に適応させるのも
重要となる。第3中手骨背側病変（いわゆるソエ）
を減らすには長い距離を走るキャンターを避け、
定期的に高速走行で短い距離を走らせた方が骨の
適応がスムーズに行われるため良いとする報告も
ある。また、休養から復帰するときも同様に注意が
必要である。休養期間は骨細胞の置換にはとても
重要であるが、骨の空隙が多くなっているため強
度は弱い。

　よく適応した骨でも微細損傷は蓄積されてお
り、リモデリングプロセスが重要となってくるが、
調教中の競走馬において応力が高い部位でも微細
損傷を防ぐだけのリモデリングが起こるのかは不
明である。もし調教中にはリモデリングプロセス
が止まってしまうなら、高速での調教量は減らし
休養期間を増やさねばならないだろう。適切な休
養期間も分かっていないが、サラブレッド競走馬
ではほとんど場合疲労性損傷が観察されるので、
現在一般的に行われているよりも休養頻度を増や
すか休養期間を延ばすべきかもしれない。
　
Conclusion
　競走馬においては皮質骨および軟骨下骨の疲労
性損傷による故障が多いというデータは数多くあ
る。これらの故障の予防や処置には骨疲労の過程
を理解することが重要であるが、複雑であり、多く
の要素が絡み合っている。将来的には観察的な研
究だけではなく、より多くの学問分野を組み合わ
せて、例えば観察、実験、生体工学の結果を数学的
なモデルに当てはめて調教の安全域を決めるよう
なことが望まれる。それまでの間しばらくは、骨疲
労の過程を理解することで故障のリスクマネジメ
ントを臨床医がすべきである。

要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
University of Pennsylvania]、1994-2006）。病院A
に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
の主要馬場は2006年8月27日にダートから合成

素材に変更された。病院Bには、2つの明確に異な
る集団（多数の調教師が管理するダート調教馬、単
一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
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おいて正確な調査が行えるように努力しているの
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要約：研究を行った理由：ストレス骨折の発生に関
する調教馬場の影響に関しては限られた情報しか
存在しない。

目的：平地調教を行っているサラブレッド競走馬
において、核シンチグラフィー検査を行った跛行
と長骨および骨盤におけるストレス骨折の比率と
の関係に対する調教馬場の影響について評価する
こと。

研究デザイン：回顧的研究。

方法：2つの病院におけるサラブレッド平地競走
馬のシンチグラフィー検査が評価された（病院A
[Toronto Equine Hospital]、2003-2009、および病
院B[George D. Widener Hospital for Large 
Animals ,  School  of  Veter inary  Medic ine ,  
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に来院したウマは単一の馬場で調教しており、そ
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一の調教師が管理する芝調教馬）が存在する。全て
のシンチグラフィック画像は、盲検により評価さ
れた。フィッシャーの正確検定およびロジス
ティック回帰分析を適宜実施し、有意水準は5%以
下とした。

結果:病院Aにおける528のシンチグラフィー検査
（様々な調教師が管理するダート調教馬257頭分、
合成素材調教馬271頭分）を評価したとき、改装前
のダート馬場で調教したウマのシンチグラフィー
検査においてストレス骨折の検出される比率

（23.0％）よりも、合成素材馬場で調教したウマの
シンチグラフィー検査においてストレス骨折の検
出される比率（31.7％）が高かった（P = 0.03）。病
院Aにおいて、ダート調教を行ったグループより
も合成素材馬場で調教を行ったグループの方が後
肢または骨盤のストレス骨折および脛骨ストレス
骨折の比率が高かった（それぞれP < 0.04およびP 

= 0.03）。

結論：この研究は、調教馬場が診断されたストレス
骨折の比率に影響を与える可能性についての証拠
を提供したが、トレーニング指針などの他の要素
が重要であるように考えられる。
　調教馬場とストレス骨折およびその他の非致死
的な筋骨格損傷の比率との関係を解明するために
は、更なる前向き調査が必要となる。

　骨格筋損傷の発生率が低い馬場の開発は、競走
馬および競技馬の調教を行うヒトの願いであり、
この目標に向かって馬場の改良が進められていま
す。この論文も馬場の種類と損傷との関連性につ
いて解析したものの1つです。この論文では、ダー
トから合成素材馬場に馬場が変更された調教場近
くの病院Aにおける上腕骨や腸骨、脛骨に主に発
症するストレス骨折について、馬場との関係性を
検討しています。しかし、ここで指標とされている
のは、シンチグラフィー検査を行った頭数に対す
るストレス骨折発症馬の比率です。つまり、この論
文では、検査を行ったウマの中ではダートよりも
合成素材馬場で調教したウマにストレス骨折と診

断された頭数の比率が高かったことを示している
のみであり、ダートと合成素材馬場で調教を行っ
たウマの頭数に対してストレス骨折が発症する比
率を比較していないのです。ディスカッションの
一部において、合成素材馬場で調教を行った場合、
ストレス骨折の発症率が高いとの記述が見られま
すが、この論文データでは、発症率についてはまっ
たく不明であり、各馬場における調教頭数を対象
とした調査を改めて実施する必要があります。ま
た、ダートと芝馬場を比較した病院Bにおける調査
でも、病院Aにおける調査と同様の問題があり、さ
らにディスカッションなかでも述べられています
が、芝馬場は単独の調教師のみが使用していたた
め、今回の結果が馬場の違いなのか調教師の調教
方法の違いなのか区別することができていませ
ん。
　このように、馬場と骨格筋損傷の調査は、実際に
何頭のウマがどの馬場で調教を行っていたかを把
握することが困難な場合が多く、きちんとした調
査が報告されていません。日本のみならず、各国に
おいて正確な調査が行えるように努力しているの
が現状です。
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学会見聞記

第37回日本分子生物学会年会

　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　平成26年11月25日～27日に、第37回日本分子
生物学会年会が開催された。今回は、パシフィコ横
浜にて、理化学研究所総合生命医科学研究セン
ターの子安重夫年会長のもとで開催された。理化
学研究所のSTAP細胞問題で、研究・論文不正の問
題が大きな社会問題になった。分子生物学会、キャ
リアパス委員会は、『ひとたび不正問題が起こると
たくさんの研究者が巻き込まれ、研究以外のこと
に多くの時間を使い、さらには新たな規則ができ、
研究の効率とモチベーションを著しく低下させ
る。不正問題によるもっとも重大なダメージは、尊
重し協力し合うべき研究者が不信と疑念を抱き、
研究に必須である「創造的な空気」が汚染されてし
まう」』と指摘し、「池上彰と考える ― これでいい
のか日本の生命科学研究 ―」というパネルディス
カッションも開催された。
　これからの日本の未来を考えると人口減少は深
刻であり、労働人口の減少に伴って国民総所得も
減少していくことは容易に想像できる。つまり、国
内消費だけでは、社会を維持できないので、さらな
る国際化が急務になっているが、その際、日本の科
学技術力が問われることは言うまでもない。しか
し、この様な不祥事があるとますます理系離れは
深刻になり、日本の研究レベルの低下も懸念され
る。研究の面白さ、大切さをますます世間にアピー
ルすることが必要になってきているのを感じる年
会であった。

○増殖しないヒトTリンパ球のiPS化と当該iPS細
胞からのTリンパ球再分化誘導と機能解析

若尾　宏（北海道大学）
　自然免疫と適応免疫とを繋ぐ両方の特性を持っ
ている免疫細胞として、NKT(Natural Killer T)細胞
が注目されている。自然免疫であるNK(Natural 
Killer)細胞と適応免疫であるT細胞拘束性を併せ
持つ性格があるからである。NKT細胞は、微生物に

対する免疫作用のみならず、腫瘍細胞に対する免
疫としても注目されているが、マウスには多く存
在するが、ヒトではほとんど存在しない。ヒトで
は、NKT細胞の変わりを担っているものが、粘膜関
連インバリアントT細胞（mucosa-associated 
invariant T cell、MAIT）ではないかと考えられてい
るが、in vitroで増殖させることができないため、
2010年ごろからやっと研究論文が出るようにな
り、研究が遅れている。演者らは、山中iPS細胞を
使ってMAIT細胞を増殖させることに成功した。こ
のことにより、今後、MAIT細胞の研究が飛躍的に
伸びることが期待される。技術的にもiPS細胞を作
るにあたりがん化の恐れの無いセンダイウイルス
ベクターを使うなど参考になる点が多いので紹介
する。
　免疫反応を担うT細胞は多様な抗原ペプチドを
認識する適応免疫型（Adaptive）と微生物のある特
定分子パターンを認識する自然免疫型（Innate）と
に大別される。前者はCD4あるいはCD8を発現し、
多様な抗原に対応するため種々のV-Jの組み合せ
を有するT細胞抗原受容体(TCR)を発現する。一方、
後者はV-Jが不変で一様に決定され、NK細胞の
マーカー分子発現を伴う。そして、この両方の性格
を持っている免疫細胞が、NKT細胞とMAIT細胞で
ある。
　ところで、自然免疫型T細胞のうち、最も解析が
進んでいるのはNKT細胞であり、その多様なサイ
トカイン産生能からマウスでは免疫バランスを調
節していると考えられている。しかし、ヒトにおい
てNKT細胞はほとんど存在せず、マウス同様の機
能を有するか否かは不明である。
　対照的にヒトでは、このMAIT細胞が豊富に存在
し、NKT細胞はほとんど存在しない。MAIT細胞は
ヒト末梢血、肝臓、腸管粘膜由来固有層T細胞の１
～１０％、２０～５０％、５～１０％を占めるヒト
最大のT細胞集団である。ただし、末梢血には少な

第199回つくば病理談話会、第97回JPCスライドセミナー

　第199回つくば病理談話会および第97回JPCス
ライドセミナーが、平成26年11月28日（金）につ
くば市の動物衛生研究所で開催され、参加したの
でその概要を報告する。
　つくば病理談話会は、関東近県の家畜保健衛生
所、食肉衛生検査所、国立・私立研究所、製薬会社、
畜産関連企業の研究所の病理担当者の病理標本を
見る力や発表する能力を高めることを目的とし、
気楽に色々な意見を述べることができる会であ
る。出題組織標本は事前に各機関に配布され、基本
的に参加者はそれら組織標本の顕微鏡観察をした
上で本談話会に臨み、組織所見や診断名について
討論する。
今回は以下の3機関から出題された。
N0.360　鶏の脳脊髄：粕谷 和史(動物検疫所)
N0.361　サルの腎臓：岡林 佐知(一般社団法人予
防衛生協会)
N0.362　鶏の脳：萩原 寛子(共立製薬株式会社)
　引き続いて行われたJPCスライドセミナーは米
国のJoint Pathology Center Veterinary Pathology 
Services Wednesday Slide Conferenceが毎水曜日
に会員の動物衛生研究所へ送付してくる組織標本
を用いて、出題者の診断とJPCの診断を参考にし
て顕微鏡観察を行うことで、より正確に病理組織
診断する能力を向上させることを目的として実施
されている。今回は2013-2014 JPC Wednesday 
Slide Conference 17-21で出題された17症例の中

から以下の6例が選択され、主に動物衛生研究所
で長期研修中の各家畜保健衛生所職員が担当して
発表された。

以下に興味が持たれた発表を紹介する。

つくば病理談話会
鶏の脳脊髄

粕谷和史（動物検疫所）
　提出標本の動物は鶏、雌、3日齢、採卵用種鶏ひ
な、斃死体、2013年4月11日解剖。当該ロットのひ
なは、日本に到着した際(1日齢)の死亡率が6.9%、
その後、指定検査場所に搬入され、検疫第1日目(3
日齢)までの累計死亡率が17.4%であった。到着時
及び検疫第1日目のインフルエンザ簡易検査は陰
性で、生存ひなの健康状態はおおむね良好であっ
た。提出症例は、検疫第1日目に死亡のひな3羽の
病理検査を実施したうちの1羽で、病原検索では、
肝臓、心臓および脳から大腸菌(O18)が純培養状に
分離された。剖検による肉眼観察では、当該個体を
含め、検疫第1日目のひなに特筆所見は見られな
かった。なお、検疫第4日目に斃死したひなでは、

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

心外膜および肝被膜の肥厚など、大腸菌症を疑う
所見が見られた。
　脳脊髄(提出標本)の組織観察では、髄膜に軽度
から重度なマクロファージおよび偽好酸球浸潤が
広範囲に見られた。また同部位には、細胞退廃物お
よびグラム陰性短桿菌を多く認めた。また、脳室お
よび脊髄中心管でも同様な所見が見られ、小脳分
子層では軽度なグリア細胞の増生が見られた。心
外膜および消化管漿膜では線維素析出および炎症
性細胞浸潤による軽度な肥厚が散発的に見られ、
心外膜には、少量の菌塊が観察された。卵黄嚢では
中等度な巣状壊死が散発的に認められ、グラム陰
性短桿菌が多く存在していた。それらグラム陰性
短桿菌は、抗Escherichia coli O18抗体(デンカ生研)
による免疫組織化学で陽性を示した。組織診断名
は「鶏幼雛の大腸菌(O18)による化膿性髄膜炎」。疾
病診断名は、「鶏大腸菌症」とされた。
　出題者からの討議事項としては、当所では幼雛
における大腸菌症（肝、脾、心臓に病変形成）をしば
しば経験するが、化膿性髄膜炎を呈した症例は初
めてで、同様な症例についての情報提供を希望し
ていた。それに対して、動物衛生研究所で鶏の病理
を専門に研究してきた方も、この様な化膿性髄膜
炎を呈する鶏の大腸菌症は長年の研究の中でも数
例しか経験していないとのことで、非常に希有な
症例であるとのことであった。馬においても大腸
菌症は生産地の子馬などでしばしば観察され、こ
れらの病性鑑定の実施に際して、大変参考になる
発表であった。

（片山芳也）

JPCスライドセミナー
2013-18-1　ウマの肺（タフツ大学）

動物衛生研究所　豊島　靖
　提出症例はウマ（鹿毛、温血種）、13歳、牝馬で、
病歴としては、2012年12月頃より発熱と呼吸数
の増加を呈した。抗菌剤治療では症状は改善せず。
胸部X線検査では、びまん性で重度な間質性およ
び結節性の陰影が見られた。経気管吸引液の培養
では、病原体は陰性。PCRにてウマヘルペスウイル
ス 5型陽性。肺の組織生検で線維化病変を認めた。
その後、蹄葉炎を発症したため安楽殺となった。

　肉眼観察では、肺全葉で多巣性から癒合性の硬
度感を増した白～黄褐色で大小不同な軽度膨隆す
る結節が認められた。結節間の肺実質は充血して
いた。気管・気管支リンパ節は腫大。両前肢蹄部の
正中断面で末節骨背側面が表皮葉から剥離し、そ
の空隙には黄褐色から白色の硬い組織が充満して
いた。
　提出者の組織診断は、「馬の多結節性肺線維症と
一致する組織球の核内ウィルス封入体を伴う多発
性巣状から局所広範囲の中等度な肺線維症および
気管支間質性肺炎（Multifocal  to regional ly 
extensive moderate pulmonary fibrosis and 
b r o n c h o i n t e r s t i t i a l  p n e um o n i a  w i t h  
intrahistiocytic intranuclear vira inciusion bodies 
consistent with equine multinodular pulmonary 
fibrosis.）」を提案した。提出者のコメントとして
は、馬多結節性肺線維症(Equine Multinodular 
Pulmonary Fibrosis; EMPF)は2007年に初めて報
告(Williams et. al. Vet Pathol. 2007)された成馬の
線維性間質性肺疾患で、好発品種や性差は不明。臨
床徴候としては体重減少、発熱、頻回呼吸で、肉眼
的所見の多くは肺全体に多数の淡黄褐色から白色
の融合性の結節の形成で、しばしば腫瘍との鑑別
が困難な場合がある。EMPFで観察される組織所見
は本例と同様で、発症にはウマヘルペスウィルス
5型(EHV-5)が関与すると述べていた。
　いっぽう、JPCの組織診断は「肺：肺炎、間質性、
壊死性および線維性、巣状広範囲、重度、著しい２
型肺胞上皮細胞の過形成、好中球性ならびに組織
球性肺胞炎、および稀に組織球内ウィルス性核内
封入体を伴う（Lung: Pneumonia, interstitial, 
necrotizing and fibrosing, focally extensive, 
severe ,  wi th  marked type I I  pneumocyte  
hyperplasia, neutrophilic and histiocytic alveolitis, 
and rare intrahistiocytic viral intranuclear 
inclusion bodies.）」であった。JPCのコメントとし
ては、しばしば肺動脈が平滑筋の肥大と膠原線維
の増加により目立っている(おそらくはびまん性
線維症に続発する重度の肺高血圧による)。珪酸塩
塵肺、特発性線維症、パラコート/ジクワット中毒、
運動誘発性肺出血などとの鑑別診断が重要である
としていた。病因の可能性としてＥＨＶ-1および

EHV-4も疑われ、本症例では多様な免疫反応が存
在する(過去のWSC症例などから解説)。ロバでは
ロバヘルペスウィルスに関連する間質性肺炎が報
告されているが、合胞体にウィルス封入体を伴わ
ないことからEMPFと異なり、間質性肺炎は二次的
な要素と思われると述べていた。配布された組織
標本からこれら記載所見を各発表者が見いだし、

独自に撮影した組織写真を供覧しながら、説明を
行っていた。
　本邦の馬においても、本疾患は数年前に確認さ
れており、今後の病理学的病性鑑定において大変
参考となる発表であった。

（越智章仁）

い。このように、ヒトではメジャーなMAIT細胞で
あるが、その機能は長いあいだ不明であった。それ
は、MAIT細胞は既知のどのリンパ球増殖刺激にも
反応せず、その増幅法はこの研究が成功するまで
は不可能であったため、研究が困難であったから
である。研究は困難を極めており、2010年にやっ
と細菌の感染に対する生体防御反応にMAIT細胞
が関与することが明らかになったばかりである。
機能として、結核菌など細菌感染に対する防御能
が明らかにされているが、一方、多発性硬化症、炎
症性腸炎、炎症性関節炎などヒト疾患への関与が
示唆されている。よってMAIT細胞の機能解析はこ
れら疾患を含め、免疫機能不全にかかわるヒト疾
病の発症メカニズム解明や創薬開発に繋がると考
えられている。そこで、演者らはヒトMAIT細胞を
ゲノム修飾せずにiPS化した。手順として、粘膜関
連インバリアントT細胞を臍帯血から精製し，これ
に山中因子をもつ組換えセンダイウイルスを感染
させ，iPS細胞化を行なった。センダイウイルスは、
RNAウイルスであり、細胞質で増殖するので、組換
えセンダイウイルス・ベクターの因子がゲノムに
組み込まれることはない。つまり、ゲノムに山中因
子が取り込まれる心配がない。センダイウイルス・
ベクター系は、がん化の心配がないということで
注目すべき方法であり、この研究でも採用された。
ここから遺伝子強制発現なしにMAIT細胞のみを
選択的に再分化させ、性状解析を行った。その結
果、これら細胞は細菌感作した単球を認識してIFN
γなど、様々なサイトカインを産生し、マウス中で
抗酸菌増殖を抑制した。ところで、マウスのゲノム
には、グラニュリシン（granulysin）が存在しない。
この抑制活性はマウスにはそのホモログが存在し
ないグラニュシリンが担っていることからヒト由
来MAIT細胞が産出することによって抑制された
と考えられる。つまり、MAIT細胞は種々の多剤耐
性菌感染に対する予防・治療や腫瘍に対する治療
の研究標的となりうる。
　この研究により、MAIT細胞の機能解析が著しく
進むと思われる。ウマにおいてもNKT細胞かMAIT
細胞、あるいは、それに相当する自然免疫と適応免
疫の両方の性質を持つ細胞が存在するはずであ
り、これらの細胞をin vitoroで増殖させ、ウマに戻

すことで、種々の多剤耐性菌感染に対する予防・治
療や腫瘍に対する治療法の開発が可能になる。
　また、iPS細胞の作製には、必ずしも山中因子を
ゲノムDNAに組み込んで発現させる必要はなく、
マイナス鎖RNAウイルスであり、DNAの生活環を
もたず、また、核では無く細胞質で増える組換えセ
ンダイウイルス・ベクターでiPS細胞を作る技術
は、山中因子の機能を保持している因子であれば
よいことを意味するので、マウスやヒト細胞での
系をそのまま異種宿主由来であるウマの細胞に応
用してもおそらくうまく行くであろうことを示唆
している。むしろ、異種の遺伝子なので細胞内に組
み込まれていないことを証明することも容易で、
安全性を確保しiPS細胞をウマでも応用できるこ
とを意味する。

〇自己開裂ペプチドを用いたインフルエンザウイ
ルスRNAポリメラーゼのポリシストロニック発現

百瀬文隆ら（北里大学）
　最近、人口遺伝子の合成が可能になったことに
より、新しい遺伝子発現システムが次々と編み出
されている。その一つが、ピコルナウイルスの2A
というウイルスの自己開裂配列の利用である。ピ
コルナウイルスは、極めて小さいというPicoと
RNA（ルナ）という言葉が由来であるが、最も小さ
いRNAウイルスである。ポリオウイルス、エンテロ
ウイルス、ライノウイルス、口蹄疫ウイルス、馬鼻
炎Bウイルスなどがピコルナウイルスである。RNA
＋鎖なので、RNAゲノムそのものが、mRNAと同じ
鎖である。一つの大きなタンパク質が合成されて、
そのタンパク質が2Aタンパクなどで開裂し、エン
ベロープを持たない正12面体構造をしたタンパ
ク質のみの結晶構造をもつウイルスになる。その
ため、エタノールなど脂質を分解するようなもの
ではウイルスは死滅せず消毒がやっかいなウイル
スでもある。しかし、このウイルスの2Aタンパク
質配列を用いると非常に有用な遺伝子工学的利用
が可能になる。
　演者らが用いたのは、Thosea asigna virus の
T2A タンパク質の配列で、EGRGSLLTCGDVEENPGP
というアミノ酸配列である。もし、＜A＞という配
列のタンパク質と<B>という配列のタンパク質を

同時に同じ量だけ発現したいならば、<A> + T2A + 
<B>というアミノ酸配列ができるように遺伝子を
人口合成し、発現ベクターに挿入する。ただし、
<B>は、最初のATG、つまり、Met配列を削除して合
成する。すると、一本のmRNAから設計したタンパ
ク質が合成された後、EGRGSLLTCGDVEENPGPと
いう配列は、EGRGSLLTCGDVEENPGとPの間で開
裂する。つまり、<A> + EGRGSLLTCGDVEENPGと
いうタンパク質と、P + <B>というタンパク質が同
じmol数できる。この方法だとmRNAから一つのタ
ンパク質ができて、後に自己開裂するので、非常に
物理的に近い距離で同じ数のタンパク質ができる
のでサブユニットをもつようなタンパク質の合成
が効率的にできると考えられる。
　ところで、インフルエンザウイルスRNAポリメ
ラーゼ(RdRp)はPB2、PB1、PAからなるヘテロ3量
体である。個別発現ベクターを培養細胞へ共導入
し活性のあるRdRpを作製することはできるが、存
在比や発現量を細胞毎に調整することができない
ため、RdRpの比活性は低い。そこで、演者らは、3因
子のコード配列(CDS)をThosea asigna virus T2A
自己開裂配列で連結した発現ベクターを作製し、
一つのタンパク質として直列にならべて発現さ
せ、発現後に自己開裂により別々のタンパク質に
することで、効率よく安定に活性あるRdRpが作製
できるか検討した。それぞれ核タンパク質NPおよ
びレポーターウイルスゲノム発現ベクターと共に
293T細胞へ導入したところ、最上流へPB1を配置
したPB1-PB2-PA (12A、以下同様)および1A2構成
は、同モル個別発現ベクターを共導入するよりも
3倍ほど高いレポーター発現量を示した。以上の
結果よりベクター比や導入条件を最適化しないか
ぎり、個別発現ベクター共導入ではRｄRp形成効
率が低いと考えられる。その理由として考えられ
るのは、個別発現ベクターの場合、３つの遺伝子が
一つの細胞に同じ比率で導入される確率は、一つ
のベクターで、３つのタンパク質を直列にならべ
て一つのタンパク質として発現させた後、自己開
裂により３つのタンパクにする方法より効率が低
いと考えられること、および、自己開裂させた場合
は物理的に非常に近いところに３つのタンパク質
が存在するので効率的に３量体になりやすいと考

えた仮説どおりの結果になった。

○競走馬のオールアウト走負荷が白血球系細胞の
遺伝子発現に及ぼす影響

戸崎晃明ら（競走馬理化学研究所）
　ウマのゲノム解読が完了したことにより、ウマ
においてもトランスクリプトーム解析が可能に
なった。個々の遺伝子発現は、RealTime PCR法な
どで確認が可能であるが、全ての遺伝子発現とな
るマイクロアレイ技術を用いたトランスクリプ
トーム解析ができるようになったことは意義深
い。
　トランスクリプトームとは、発現遺伝子産物

（transcript）と全てを表すオーム（ome）を合わせ
た言葉である。遺伝子（gene）とオーム(ome)を合
わせるとゲノム（genome）となるように全てをあ
らわすOME解析は、それまでの個々の遺伝子解析
とは全く違う意味を持つ。例えば、個々の遺伝子解
析は、あくまでも今までの「常識」、経験値をもとに
ある遺伝子に着目し、その発現を調べる。
　でも、論理学的に考えて見ると全ての遺伝子の
増減をみているわけではないので、実は、大切な遺
伝子の動きを見逃している可能性がある。つまり、
ある現象を調べるとして、個々の遺伝子の動きは
必要条件ではあるが、それで全てを説明できる十
分条件ではないということになる。
　今回のトランスクリプトーム解析では、マイク
ロアレイ技術を応用して15,429遺伝子（43,603プ
ローブ）の発現状況を調査できるようになった。全
ての遺伝子がおよそ2万ぐらいと考えられている
ので全てではないが、3/4ぐらいの遺伝子を解析
することができるようになった。
　その実例として演者らは、運動を負荷した際に
白血球系細胞中で発現変動する遺伝子を探索する
目的で、運動負荷が血球系細胞に及ぼす影響を検
討した。サラブレッド種6頭に対し、馬用トレッド
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
ウトまで運動負荷を加え、運動前、運動直後、運動
後4時間および24時間の4時点で血液を採取して
RNAを抽出した。24サンプル（6頭×4時点）を調査
した結果、血球系細胞では9,683遺伝子（26,830プ

ローブ）の発現を確認した。発現が確認されたプ
ローブのみを用いて主成分々析を実施したとこ
ろ、1頭を除いて採取時点の相違によって分類さ
れる傾向がみられた。次に、2段階のK-meansクラ
スタリングを実施して再現性よく経時的に変動す
る遺伝子群を抽出したところ、発現変動が軽微な
群（5群：48プローブ）、運動直後に増加した群（2
群：21プローブ）、4時間後に増加した群（2群：613
プローブ）、4時間後に減少した群（2群：12プロー
ブ）に分類された。
　特に、4時間後に増加した群は発現変動の程度
が顕著であり、MMP8やProtein S100-A8など好中
球の遊走や活性化に関与するとされている遺伝子
が含まれていた。さらに，Gene Ontology解析によ
り，これらの遺伝子群はcollagen catabolic process
やmetalloendopeptidase activityなどとの関連（調
整済P値 < 0.1）がみられた。これらの結果は、負荷
強度の強いオールアウト走によって生体内におい
て炎症反応が誘起され、その結果として好中球が
誘導された可能性を示唆している。もし、これまで
のように特定の遺伝子の動きを見るだけならば、
例えば、「負荷強度の強いオールアウト走によって
生体内において炎症反応が誘起される」といった
仮説をたてて、その関連の遺伝子の動きを追跡す
ることになる。その結果として、仮説は「あり得る
一つの仮説」にはなるでしょう。しかし、他の遺伝
子の動きを見ることができないので他の可能性を
否定することもできません。しかし、このように、
トランスクリプトーム解析だと網羅的に遺伝子を
解析できるので、実際の遺伝子の動きから客観的
に１番あり得る可能性を探ることができる。ウマ
においてトランスクリプトーム解析ができるよう
になった意義は非常に大きいと考えられた。

○池上彰と考える ― これでいいのか日本の生命
科学研究 ―

池上　彰(東京工業大学)
　多くの研究者は、誠実に自然の真理と向き合い、
その解明に向かって努力しているが、ほんの一部
ではありますが、研究・論文不正が後を絶たないの
も事実であり、そのたびに、研究を中断し、本来信
頼し合うべき共同研究者とも疑心暗鬼にならざる

を得ないというマイナスの影響がある。また、
STAP細胞の問題で明らかになってきたが、研究者
の常識と世間の常識が必ずしも一致していない。
そこで、池上彰という分子生物学研究者ではない
が、マスコミや世間の常識に通じている人をコー
ディネーターとして、パネルディスカッションを
行った。
　いくつかの意見を簡単に紹介する。日本は、資源
が豊富にあるわけではないので、今後のためには、
科学立国を目指さないといけないということで、
博士課程の学生を３倍に増やした。そして、1万7
千人の人が博士課程でトレーニングを受けたが、
一方、国家予算の削減のため、公的ポストは削減さ
れる一方になった。40歳を過ぎても毎年千人の人
がポスドクを更新してなんとか生きているのが現
状であり、就職できる人は、20％ぐらいである。こ
れと同じような現象が法科大学院の設置で起こっ
た。本来、企業活動が伸びていくことで、弁護士が
さらに必要だという考えがあった。しかし、リーマ
ンショックなどの影響もあり、企業の成長は期待
できず、結局、司法試験に合格しても仕事が無い人
が急増し、司法試験に合格しても仕事がない弁護
士の急増や、法科大学院の定員割れが大きな問題
になってきた。国の目算の誤りということで、池上
氏は、法科大学院と博士課程増大の問題の同一性
に着目して、討論を呼びかけた。
　確かに、理系の博士課程の増大は、20％という
低い就職率のみならず、教育システムの劣化をも
たらしている。もともと大学は、企業ではないので
人材を育成することが会社の死活問題ということ
にはならない。そのため、博士課程の学生が増えて
もなかなか指導しきれない。特に、「ゆとり世代」に
対して、論理的思考を教えるということがうまく
できていないので、論理的に論文を書くことが困
難になっている。今回のSTAP細胞の問題のみなら
ず、学生を指導する立場として、論理的思考が欠如
している人が急増していることに大きな問題を感
じていた。更に、就職がないなど未来の不安、そし
て、成果主義が強くなり、トップダウンで行う研究
が増えたため、自発的意思での研究が困難になっ
ている。その結果として研究への魅力が減ってい
る。それらが、博士課程の学生の劣化を招いている

可能性があるという。
　しかし、法科大学院の場合と違い、全体としては
科学技術力が高まったのは事実である。ポスドク
制度の中で、成果は確実に上がっている。だから、
博士課程の人数を減らせばいいということにはな
らない。
　今回のSTAP細胞問題では、指導の問題、論文の
書き方のみならず、研究の進め方やノートの取り
方などが大きく取り上げられた。しかし、民間企業
とは違い、自主性や研究成果については自己責任
という要素も非常に大きい。だからこそ、トップダ
ウンで言われたとおりにやるというのでは、なか
なか博士課程の学生は育たない。このことは、組織
のあり方にも大きく現れている。
　朝日新聞社の場合、従軍慰安婦問題、福島原発報
道などの誤報に対して、最終的には、トップが辞任
した。では、理研の場合は、トップの責任はあれで
よいのか？という池上氏からの厳しい指摘があっ
た。このあたりは、世間の常識と研究者の常識が著
しく違うところであるが、例えば、京大である研究
室で不正が発覚したとする。その時の責任は学長
にまで及ぶのかと言われるとそんなことは全く無
い。不祥事を働いた関係者が処分されるだけであ
る。連帯責任として学長が責められるなんてこと
には全くならない。理研の場合も理事長に選ばれ
る人はそれなりに大きな成果を出してきた人であ
り、だからこそノーベル賞受賞者が理事長になっ
ている。しかし、理事長が研究の全てを掌握し、方
向性を決めて研究を進めているわけではない。研
究者の場合は、評価というものは雑誌などの投稿、
学会などでの発表によってオープンな形で評価さ
れる。その意味では自己責任であり、逆に言えば、
論文の共著者に理事長の名前がいつも入るなどと
いうことはあり得ない。おそらく、会社組織の朝日
新聞の場合は、社員の教育、そして、記事を新聞に
印刷し、販売しているので、全ての責任は、経営
トップにあるという意識があるが、大学、あるい
は、理研のような研究所では、科研費など研究費も
各研究者が申請し、予算を獲得する必要があるた
め、責任の所在は各研究者というイメージが強い。
しかし、世間的には、池上氏が指摘するとおり、
トップの責任という見方が強い。

　結果として、STAP細胞ができたときのアピール
の仕方は非常にうまくいったが、それが、STAP細
胞に疑いがかかってからの対応は、あまりうまく
いっているとは言えなかった。その大きな原因の
一つは、研究所としての責任の所在、人材の育成な
どに対する研究所の義務などが曖昧になっている
という問題が考えられた。会社の場合は、既に、社
員であり、その社員を育てていかないと会社の利
益には結びつかない。一方、博士課程の学生、ある
いは、ポスドクの博士は、あくまでもずっとそこに
いて研究するわけではなく、いつかは独り立ちす
ることが前提となっている。しかし、これは、非常
に大きな問題点を含んでいて、自立した、創造性豊
かな研究者を育成するためには、自立心、自主性、
自己責任ということを求めなければいけないが、
現実には、どうやってそのように研究者を育成し
ていくかという問題もはらんでいる。懇切丁寧に
指導し、教えていくと逆に依存性が高まり、自分で
考えて、自分の責任で研究を進めていくというこ
とが次第にできにくくなる。一方で、研究の効率性
を考えると指導者が個々の研究者をコントロール
し、役割分担をして、ひたすらある解析に特化して
いく方が、効率がよくなる。特に、プロジェクトで
研究をするとなると分業して研究を進めていく方
が効率がよい。そのかわり、研究者としての幅は狭
くなり、自立的に全てのことを考え、創造的に自分
の考えで研究を推し進めていく力はつかない。さ
らに、ここには、ゆとり世代の論理能力の問題も存
在する。結果として、博士号は取得したけれどあま
りにも特殊なことしか身についていないために、
民間会社でプロジェクトリーダーとして何かを進
めていく能力も開花しないため、20％の狭き公的
機関に就職できた研究者以外の使い道が無く、悲
惨にも使い捨て状態になっているという問題とも
繋がる。STAP細胞により投げかけられた問題は、
非常に大きな深刻な問題が潜んでいるということ
を深く感じるシンポジウムであった。

（杉田繁夫）

○アクチン細胞骨格の動態変化が脂肪細胞分化を
制御する分子機構の解明

信末博行ら(慶應大学)

　ウマの臨床で用いられているウマ骨髄由来間葉
系幹細胞は、現実的には骨髄液からプラスティッ
ク接着性によって回収している細胞集団であり、
ヒトやマウスのように幹細胞の表面抗原マーカー
などでそれが幹細胞であるという証明は容易には
得られない。よって、私たちは回収した細胞集団を
骨・軟骨・脂肪という3種の間葉系細胞への分化能
を確認することで幹細胞とする古典的な定義を用
いている。この3分化のうち、脂肪分化は最も顕著
な細胞外形の変化を伴う。分化誘導前は線維芽細
胞用の細長い形態を示す間葉系幹細胞が大きく膨
らみ円形～四角形のような形態に変化して、細胞
質内には油滴を形成する。これらの変化は誘導シ
グナルによる脂肪分化の結果として理解していた
が、演者らの言う「これまでの常識を覆す新しい概
念」が含まれているのなら興味深い。
　細胞は特定の転写因子を活性化し、その他の転
写因子を抑制することによって特定の細胞系譜へ
コミットメント(運命決定)されると考えられてい
る。例えば、脂肪細胞の分化では、受容体型核内転
写因子であるペルオキシソーム増殖剤活性化 受
容体γ(PPARγ)が、脂肪細胞特異的な遺伝子群の
発現を誘導し、脂肪蓄積能を獲得させる働きを持
つことから、脂肪分化のマスターレギュレーター
であると言われている。他方、細胞は分化に伴っ
て、細胞の形を決定するアクチン細胞骨格を再構
成し、分化細胞それぞれの機能に特徴的な形態へ
と変化することが知られている。しかしながら、ア
クチン細胞骨格の組み換えによる形態変化と分化
という現象がどのような分子機構でつながってい
るのかは、ほぼ未解のままである。 本研究におい
て、演者らはアクチン細胞骨格の動態変化が、
MKL1という転写調節分子を直接制御すること
で、PPARγの発現をONにし、脂肪細胞への終末分
化を誘導することを見出したとして報告した。
　脂肪分化初期において、アクチン細胞骨格の動 
態を制御するRhoA/ROCKシグナルが不活性化し、
線維状のF-アクチンファイバーが脱重合すること
によって、単量体G-アクチンが増加した。そして、
G-アクチンは転写調節分子のMKL1と結合して
MKL1の核移行及び転写調節活性を阻害すること
によってPPARγが発現し始め、脂肪細胞へと終末

分化することを明らかとした。さらに脂肪細胞分
化において、MKL1と PPARγは相互拮抗的に働く
ことも見出した。
　本研究の結果について演者は、「細胞の形という
物理的要素が直接転写を制御し、分化という細胞
の運命を決定するというこれまでの常識を覆す新
しい概念であり、今後、幹細胞の分化及び未分化の
制御に関する研究に大きく貢献するものと思われ
る」と発表を結んだ。

○歯根膜における転写因子 Mohawk （Mkx） の機
能解析

幸田直己 (東京医科歯科大学)
　腱損傷に対する新たな治療法を確立するために
は腱の発生・分化にかかわる分子機構の解明が必
要である。演者らの研究グループでは四肢腱形成
の分子機構に焦点を当てた近年の研究から、腱で
特異的に発現し、多くの動物のボディプランに係
る制御的遺伝子に共通して見られるホメオドメイ
ンをもつホメオボックス遺伝子'Mohawk'を見い
だし、Mohawk欠損マウスでは腱の分化が阻害さ
れ、腱の主要成分であるタイプIコラーゲンの遺伝
子発現がMohawkによって制御されることから、
Mohawkが腱の成熟に必須の機能をもつことを明
らかとした。演者らは、歯と骨を繋ぐ歯根膜組織
も、四肢の腱と同様に咀嚼力という機械的負荷が
加わる特殊な環境に置かれていることに着目し、
歯周膜におけるMohawkの発現について報告し
た。
　歯根膜は歯根膜細胞が発現するI型コラーゲン
を主成分とする組織であり、その形成や恒常性維
持には腱組織と類似したメカニズムの存在が想定
される。本研究では歯根膜におけるMkxの発現な
らびにその機能について、Mkx欠損マウスを用い
て解析を行うことを目的としていた。
　歯根膜におけるMkxの発現は、研究室で樹立さ
れたMkx遺伝子のエクソン2にGFPをノックイン
しMkx遺伝子を欠損させたマウス(Mkx欠損マウ
ス)を用いて解析を行った。また、10週齢のマウス
の歯根膜から抽出したRNAを用いた Q-PCRによる
確認も行った。歯根膜の表現型解析は10週・6ヶ月
および12ヶ月齢のMkx欠損マウスについて野生

型と比較検討した。さらに、Mkx欠損マウスの歯根
膜における遺伝子発現について、Q-PCRによる解
析を行い歯根膜に関連する種々の遺伝子の発現量
を比較した。
　GFPの検出ならびにQ-PCRにより、10週齢のマ
ウス歯根膜にMkxの発現を認めた。また、Mkx欠損
マウスの歯根膜では、上顎臼歯の根管中隔部分の
歯根膜肥厚を認めた。この肥厚は週齢を重ねるご
とに顕著となり、それに従い中隔部分のわずかな
骨破壊も示唆される所見を得た。一方、Q-PCRによ

る遺伝子発現解析により、歯根膜に関連する遺伝
子の発現が抑制されていることを見いだした。
　Mkxは歯根膜に発現し、歯根膜関連因子の発現
を制御することで、歯根膜の恒常性維持に関与し
重要な役割を担うことが示唆された。また、この結
果は歯根膜喪失に対する新たな治療法を確立する
分子基盤となることが期待され、歯根膜の再生医
療の発展に寄与するものと考えられる。

（笠嶋快周）
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　第199回つくば病理談話会および第97回JPCス
ライドセミナーが、平成26年11月28日（金）につ
くば市の動物衛生研究所で開催され、参加したの
でその概要を報告する。
　つくば病理談話会は、関東近県の家畜保健衛生
所、食肉衛生検査所、国立・私立研究所、製薬会社、
畜産関連企業の研究所の病理担当者の病理標本を
見る力や発表する能力を高めることを目的とし、
気楽に色々な意見を述べることができる会であ
る。出題組織標本は事前に各機関に配布され、基本
的に参加者はそれら組織標本の顕微鏡観察をした
上で本談話会に臨み、組織所見や診断名について
討論する。
今回は以下の3機関から出題された。
N0.360　鶏の脳脊髄：粕谷 和史(動物検疫所)
N0.361　サルの腎臓：岡林 佐知(一般社団法人予
防衛生協会)
N0.362　鶏の脳：萩原 寛子(共立製薬株式会社)
　引き続いて行われたJPCスライドセミナーは米
国のJoint Pathology Center Veterinary Pathology 
Services Wednesday Slide Conferenceが毎水曜日
に会員の動物衛生研究所へ送付してくる組織標本
を用いて、出題者の診断とJPCの診断を参考にし
て顕微鏡観察を行うことで、より正確に病理組織
診断する能力を向上させることを目的として実施
されている。今回は2013-2014 JPC Wednesday 
Slide Conference 17-21で出題された17症例の中

から以下の6例が選択され、主に動物衛生研究所
で長期研修中の各家畜保健衛生所職員が担当して
発表された。

以下に興味が持たれた発表を紹介する。

つくば病理談話会
鶏の脳脊髄

粕谷和史（動物検疫所）
　提出標本の動物は鶏、雌、3日齢、採卵用種鶏ひ
な、斃死体、2013年4月11日解剖。当該ロットのひ
なは、日本に到着した際(1日齢)の死亡率が6.9%、
その後、指定検査場所に搬入され、検疫第1日目(3
日齢)までの累計死亡率が17.4%であった。到着時
及び検疫第1日目のインフルエンザ簡易検査は陰
性で、生存ひなの健康状態はおおむね良好であっ
た。提出症例は、検疫第1日目に死亡のひな3羽の
病理検査を実施したうちの1羽で、病原検索では、
肝臓、心臓および脳から大腸菌(O18)が純培養状に
分離された。剖検による肉眼観察では、当該個体を
含め、検疫第1日目のひなに特筆所見は見られな
かった。なお、検疫第4日目に斃死したひなでは、

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

心外膜および肝被膜の肥厚など、大腸菌症を疑う
所見が見られた。
　脳脊髄(提出標本)の組織観察では、髄膜に軽度
から重度なマクロファージおよび偽好酸球浸潤が
広範囲に見られた。また同部位には、細胞退廃物お
よびグラム陰性短桿菌を多く認めた。また、脳室お
よび脊髄中心管でも同様な所見が見られ、小脳分
子層では軽度なグリア細胞の増生が見られた。心
外膜および消化管漿膜では線維素析出および炎症
性細胞浸潤による軽度な肥厚が散発的に見られ、
心外膜には、少量の菌塊が観察された。卵黄嚢では
中等度な巣状壊死が散発的に認められ、グラム陰
性短桿菌が多く存在していた。それらグラム陰性
短桿菌は、抗Escherichia coli O18抗体(デンカ生研)
による免疫組織化学で陽性を示した。組織診断名
は「鶏幼雛の大腸菌(O18)による化膿性髄膜炎」。疾
病診断名は、「鶏大腸菌症」とされた。
　出題者からの討議事項としては、当所では幼雛
における大腸菌症（肝、脾、心臓に病変形成）をしば
しば経験するが、化膿性髄膜炎を呈した症例は初
めてで、同様な症例についての情報提供を希望し
ていた。それに対して、動物衛生研究所で鶏の病理
を専門に研究してきた方も、この様な化膿性髄膜
炎を呈する鶏の大腸菌症は長年の研究の中でも数
例しか経験していないとのことで、非常に希有な
症例であるとのことであった。馬においても大腸
菌症は生産地の子馬などでしばしば観察され、こ
れらの病性鑑定の実施に際して、大変参考になる
発表であった。

（片山芳也）

JPCスライドセミナー
2013-18-1　ウマの肺（タフツ大学）

動物衛生研究所　豊島　靖
　提出症例はウマ（鹿毛、温血種）、13歳、牝馬で、
病歴としては、2012年12月頃より発熱と呼吸数
の増加を呈した。抗菌剤治療では症状は改善せず。
胸部X線検査では、びまん性で重度な間質性およ
び結節性の陰影が見られた。経気管吸引液の培養
では、病原体は陰性。PCRにてウマヘルペスウイル
ス 5型陽性。肺の組織生検で線維化病変を認めた。
その後、蹄葉炎を発症したため安楽殺となった。

　肉眼観察では、肺全葉で多巣性から癒合性の硬
度感を増した白～黄褐色で大小不同な軽度膨隆す
る結節が認められた。結節間の肺実質は充血して
いた。気管・気管支リンパ節は腫大。両前肢蹄部の
正中断面で末節骨背側面が表皮葉から剥離し、そ
の空隙には黄褐色から白色の硬い組織が充満して
いた。
　提出者の組織診断は、「馬の多結節性肺線維症と
一致する組織球の核内ウィルス封入体を伴う多発
性巣状から局所広範囲の中等度な肺線維症および
気管支間質性肺炎（Multifocal  to regional ly 
extensive moderate pulmonary fibrosis and 
b r o n c h o i n t e r s t i t i a l  p n e um o n i a  w i t h  
intrahistiocytic intranuclear vira inciusion bodies 
consistent with equine multinodular pulmonary 
fibrosis.）」を提案した。提出者のコメントとして
は、馬多結節性肺線維症(Equine Multinodular 
Pulmonary Fibrosis; EMPF)は2007年に初めて報
告(Williams et. al. Vet Pathol. 2007)された成馬の
線維性間質性肺疾患で、好発品種や性差は不明。臨
床徴候としては体重減少、発熱、頻回呼吸で、肉眼
的所見の多くは肺全体に多数の淡黄褐色から白色
の融合性の結節の形成で、しばしば腫瘍との鑑別
が困難な場合がある。EMPFで観察される組織所見
は本例と同様で、発症にはウマヘルペスウィルス
5型(EHV-5)が関与すると述べていた。
　いっぽう、JPCの組織診断は「肺：肺炎、間質性、
壊死性および線維性、巣状広範囲、重度、著しい２
型肺胞上皮細胞の過形成、好中球性ならびに組織
球性肺胞炎、および稀に組織球内ウィルス性核内
封入体を伴う（Lung: Pneumonia, interstitial, 
necrotizing and fibrosing, focally extensive, 
severe ,  wi th  marked type I I  pneumocyte  
hyperplasia, neutrophilic and histiocytic alveolitis, 
and rare intrahistiocytic viral intranuclear 
inclusion bodies.）」であった。JPCのコメントとし
ては、しばしば肺動脈が平滑筋の肥大と膠原線維
の増加により目立っている(おそらくはびまん性
線維症に続発する重度の肺高血圧による)。珪酸塩
塵肺、特発性線維症、パラコート/ジクワット中毒、
運動誘発性肺出血などとの鑑別診断が重要である
としていた。病因の可能性としてＥＨＶ-1および

EHV-4も疑われ、本症例では多様な免疫反応が存
在する(過去のWSC症例などから解説)。ロバでは
ロバヘルペスウィルスに関連する間質性肺炎が報
告されているが、合胞体にウィルス封入体を伴わ
ないことからEMPFと異なり、間質性肺炎は二次的
な要素と思われると述べていた。配布された組織
標本からこれら記載所見を各発表者が見いだし、

独自に撮影した組織写真を供覧しながら、説明を
行っていた。
　本邦の馬においても、本疾患は数年前に確認さ
れており、今後の病理学的病性鑑定において大変
参考となる発表であった。

（越智章仁）
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　第199回つくば病理談話会および第97回JPCス
ライドセミナーが、平成26年11月28日（金）につ
くば市の動物衛生研究所で開催され、参加したの
でその概要を報告する。
　つくば病理談話会は、関東近県の家畜保健衛生
所、食肉衛生検査所、国立・私立研究所、製薬会社、
畜産関連企業の研究所の病理担当者の病理標本を
見る力や発表する能力を高めることを目的とし、
気楽に色々な意見を述べることができる会であ
る。出題組織標本は事前に各機関に配布され、基本
的に参加者はそれら組織標本の顕微鏡観察をした
上で本談話会に臨み、組織所見や診断名について
討論する。
今回は以下の3機関から出題された。
N0.360　鶏の脳脊髄：粕谷 和史(動物検疫所)
N0.361　サルの腎臓：岡林 佐知(一般社団法人予
防衛生協会)
N0.362　鶏の脳：萩原 寛子(共立製薬株式会社)
　引き続いて行われたJPCスライドセミナーは米
国のJoint Pathology Center Veterinary Pathology 
Services Wednesday Slide Conferenceが毎水曜日
に会員の動物衛生研究所へ送付してくる組織標本
を用いて、出題者の診断とJPCの診断を参考にし
て顕微鏡観察を行うことで、より正確に病理組織
診断する能力を向上させることを目的として実施
されている。今回は2013-2014 JPC Wednesday 
Slide Conference 17-21で出題された17症例の中

から以下の6例が選択され、主に動物衛生研究所
で長期研修中の各家畜保健衛生所職員が担当して
発表された。

以下に興味が持たれた発表を紹介する。

つくば病理談話会
鶏の脳脊髄

粕谷和史（動物検疫所）
　提出標本の動物は鶏、雌、3日齢、採卵用種鶏ひ
な、斃死体、2013年4月11日解剖。当該ロットのひ
なは、日本に到着した際(1日齢)の死亡率が6.9%、
その後、指定検査場所に搬入され、検疫第1日目(3
日齢)までの累計死亡率が17.4%であった。到着時
及び検疫第1日目のインフルエンザ簡易検査は陰
性で、生存ひなの健康状態はおおむね良好であっ
た。提出症例は、検疫第1日目に死亡のひな3羽の
病理検査を実施したうちの1羽で、病原検索では、
肝臓、心臓および脳から大腸菌(O18)が純培養状に
分離された。剖検による肉眼観察では、当該個体を
含め、検疫第1日目のひなに特筆所見は見られな
かった。なお、検疫第4日目に斃死したひなでは、

第4回家畜感染症学会学術集会

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）

心外膜および肝被膜の肥厚など、大腸菌症を疑う
所見が見られた。
　脳脊髄(提出標本)の組織観察では、髄膜に軽度
から重度なマクロファージおよび偽好酸球浸潤が
広範囲に見られた。また同部位には、細胞退廃物お
よびグラム陰性短桿菌を多く認めた。また、脳室お
よび脊髄中心管でも同様な所見が見られ、小脳分
子層では軽度なグリア細胞の増生が見られた。心
外膜および消化管漿膜では線維素析出および炎症
性細胞浸潤による軽度な肥厚が散発的に見られ、
心外膜には、少量の菌塊が観察された。卵黄嚢では
中等度な巣状壊死が散発的に認められ、グラム陰
性短桿菌が多く存在していた。それらグラム陰性
短桿菌は、抗Escherichia coli O18抗体(デンカ生研)
による免疫組織化学で陽性を示した。組織診断名
は「鶏幼雛の大腸菌(O18)による化膿性髄膜炎」。疾
病診断名は、「鶏大腸菌症」とされた。
　出題者からの討議事項としては、当所では幼雛
における大腸菌症（肝、脾、心臓に病変形成）をしば
しば経験するが、化膿性髄膜炎を呈した症例は初
めてで、同様な症例についての情報提供を希望し
ていた。それに対して、動物衛生研究所で鶏の病理
を専門に研究してきた方も、この様な化膿性髄膜
炎を呈する鶏の大腸菌症は長年の研究の中でも数
例しか経験していないとのことで、非常に希有な
症例であるとのことであった。馬においても大腸
菌症は生産地の子馬などでしばしば観察され、こ
れらの病性鑑定の実施に際して、大変参考になる
発表であった。

（片山芳也）

JPCスライドセミナー
2013-18-1　ウマの肺（タフツ大学）

動物衛生研究所　豊島　靖
　提出症例はウマ（鹿毛、温血種）、13歳、牝馬で、
病歴としては、2012年12月頃より発熱と呼吸数
の増加を呈した。抗菌剤治療では症状は改善せず。
胸部X線検査では、びまん性で重度な間質性およ
び結節性の陰影が見られた。経気管吸引液の培養
では、病原体は陰性。PCRにてウマヘルペスウイル
ス 5型陽性。肺の組織生検で線維化病変を認めた。
その後、蹄葉炎を発症したため安楽殺となった。

　肉眼観察では、肺全葉で多巣性から癒合性の硬
度感を増した白～黄褐色で大小不同な軽度膨隆す
る結節が認められた。結節間の肺実質は充血して
いた。気管・気管支リンパ節は腫大。両前肢蹄部の
正中断面で末節骨背側面が表皮葉から剥離し、そ
の空隙には黄褐色から白色の硬い組織が充満して
いた。
　提出者の組織診断は、「馬の多結節性肺線維症と
一致する組織球の核内ウィルス封入体を伴う多発
性巣状から局所広範囲の中等度な肺線維症および
気管支間質性肺炎（Multifocal  to regional ly 
extensive moderate pulmonary fibrosis and 
b r o n c h o i n t e r s t i t i a l  p n e um o n i a  w i t h  
intrahistiocytic intranuclear vira inciusion bodies 
consistent with equine multinodular pulmonary 
fibrosis.）」を提案した。提出者のコメントとして
は、馬多結節性肺線維症(Equine Multinodular 
Pulmonary Fibrosis; EMPF)は2007年に初めて報
告(Williams et. al. Vet Pathol. 2007)された成馬の
線維性間質性肺疾患で、好発品種や性差は不明。臨
床徴候としては体重減少、発熱、頻回呼吸で、肉眼
的所見の多くは肺全体に多数の淡黄褐色から白色
の融合性の結節の形成で、しばしば腫瘍との鑑別
が困難な場合がある。EMPFで観察される組織所見
は本例と同様で、発症にはウマヘルペスウィルス
5型(EHV-5)が関与すると述べていた。
　いっぽう、JPCの組織診断は「肺：肺炎、間質性、
壊死性および線維性、巣状広範囲、重度、著しい２
型肺胞上皮細胞の過形成、好中球性ならびに組織
球性肺胞炎、および稀に組織球内ウィルス性核内
封入体を伴う（Lung: Pneumonia, interstitial, 
necrotizing and fibrosing, focally extensive, 
severe ,  wi th  marked type I I  pneumocyte  
hyperplasia, neutrophilic and histiocytic alveolitis, 
and rare intrahistiocytic viral intranuclear 
inclusion bodies.）」であった。JPCのコメントとし
ては、しばしば肺動脈が平滑筋の肥大と膠原線維
の増加により目立っている(おそらくはびまん性
線維症に続発する重度の肺高血圧による)。珪酸塩
塵肺、特発性線維症、パラコート/ジクワット中毒、
運動誘発性肺出血などとの鑑別診断が重要である
としていた。病因の可能性としてＥＨＶ-1および

EHV-4も疑われ、本症例では多様な免疫反応が存
在する(過去のWSC症例などから解説)。ロバでは
ロバヘルペスウィルスに関連する間質性肺炎が報
告されているが、合胞体にウィルス封入体を伴わ
ないことからEMPFと異なり、間質性肺炎は二次的
な要素と思われると述べていた。配布された組織
標本からこれら記載所見を各発表者が見いだし、

独自に撮影した組織写真を供覧しながら、説明を
行っていた。
　本邦の馬においても、本疾患は数年前に確認さ
れており、今後の病理学的病性鑑定において大変
参考となる発表であった。

（越智章仁）
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　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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第18回超音波骨折治療研究会

　臨床医学研究室の一般研究[競走馬の骨折にお
け る 低 出 力 超 音 波 パ ル ス 治 療（ L I P U S；
Low-intensity pulsed ultrasound ）の有用性の検
討]では、ウマの第四中手骨の骨切モデルを用いて
ウマにおけるLIPUSの骨折治癒効果を研究してい
る。ウマへのLIPUS応用については世界的にも知
見が乏しく、研究のヒントを得るには進んだ人医
学の報告を聴講することが最も効率的であり、本
研究会を選定して聴講した。参考となった発表に
ついて以下に報告する。

○低出力超音波パルスは骨軟骨欠損モデルラット
の軟骨再生に影響を及ぼすか？

山口将希ら（京都大学）
　In vitroによる基礎研究によれば、間葉系間質細
胞（MSC）を継代培養していくと、いずれ幹細胞の
増殖と維持に必要なOct4、Nanog、Sox2の遺伝子
発現が低下して増殖能が低減していく。また、未分
化間葉系細胞が軟骨分化するにはSox9遺伝子の
発現が必須である。LIPUSを当てながらこの継代
を続けていくとOct4、Nanog、Sox2の遺伝子発現
は対照に比し1.5～3倍に増加して継代を維持でき
る上に、軟骨分化誘導に必須なSox9の発現も維持
あるいは増加すると言われている。すなわち、
LIPUS照射は未分化間葉系細胞の増殖と軟骨分化
に促進的に働くと予想される。そこで、演者らは、
8週齢Wistar系ラットの両側大腿骨滑車部に骨軟
骨欠損を作製し、4週間の自由飼育後、LIPUS照射
単独照射をさらに4週間続けた群、膝関節内への
MSC注入と併用して4週間LIPUS照射を続けた群、
MSC単独注入群、未処理（対照）群の4群を作製し、
同日齢で剖検してそれらの治癒効果をII型コラー
ゲンの免疫組織化学的染色態度から判定した。な
お、LIPUS照射は週5回、1日20分として既報の効

果が確認されている照射コンプライアンスを守っ
ていた。その結果、LIPUS照射開始から4週間で、対
照群の欠損部は非硝子軟骨様の組織で覆われてい
た。これ対してLIPUS群、MSC単独投与群および
LIPUS-MSC併用群の3群では、硝子軟骨が再生し
て損傷部のスコアが改善されていた。ただし、これ
ら３群間ではスコアの改善度に有意差はなかっ
た。一方、組織学的には、LIPUS群および併用群は
MSC単独投与群に比べて硝子軟骨形成必須のII型
コラーゲンが多く産生されており、その沈着範囲
と染色強度が強い傾向が認められた。これより、
ラットにおけるLIPUS照射はMSCの関節内投与と
同程度の関節軟骨修復能をもつが、両者の併用に
よる相乗効果は期待できないことが分かったと結
論していた。また、II型コラーゲンの産生増強が
LIPUS照射による物理的刺激単独によるものかど
うかは今後検討が必要であるとしていた。現在、臨
床医学研究室では骨切りモデルに対する骨組織修
復能をLIPUSで増強できないか検索中であるが、
軟骨については未検討である。その意味で今後の
研究の指針を作るうえでに役立つ内容であった。

（桑野睦敏）

○大腿骨骨幹部骨折髄内釘術後の新生仮骨は超音
波照射側から形成される

内山善康ら（東海大学）
　現在、人医療において低出力超音波パルス治療

（LIPUS）は難治性骨折のみならず新鮮骨折にも保
険適応され、幅広く使用されている。しかし、その
中でも髄内固定術後のLIPUSには効果が十分でな
いという報告も出てきており、ピンの留置が効果
に影響を与える可能性が報告されてきている。本
報告では大腿骨骨幹部骨折髄内釘術後にLIPUSを
応用し、新生骨の出現を調査したところ、LIPUS照

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

射側から新生骨が出現することが明らかとなっ
た。
　今後の競走馬への応用を考えれば、螺子固定後
の使用などが想定されている。LIPUSは照射角度、
骨折部位までの距離や組織などの因子に大きく影
響を受けることが報告されており、使用方法を間
違えると効果が得られない。臨床応用では対象症
例や使用方法について今一度検討する必要がある
と考えられる。

○手根骨骨折に低出力超音波パルスの使用経験
岩倉　崇ら（神戸大学）

　現在まで、LIPUSの臨床報告は多く、多くの骨折
で骨癒合率を上昇させ、治癒を促進することが示
されている。本研究は手根骨骨折の臨床報告で

あった。手根骨は皮膚表面から浅く、LIPUSの効果
が期待できる部位とされている。本症例群でも経
過は良好であり、15例中２例を除き良好な骨癒合
を認めている。骨癒合しなかった症例では、骨折部
のスクリュー固定術の固定不良症例、骨折から治
療開始が遅延した症例であったとのことであっ
た。LIPUSの骨癒合効果が得られない因子として、
骨折部の不安定性や間隙、骨折もしくは固定術後
からLIPUS開始の遅延が考えられるとのことで
あった。また他の報告ではあるがLIPUSの効果は
4mm以上9mm以下の骨間隙症例に適することも
示されていた。我々の研究では5mmの間隙を作成
しており、ヒトでは効果が期待できる骨折モデル
となっており、結果が期待される。

（黒田泰輔）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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　臨床医学研究室の一般研究[競走馬の骨折にお
け る 低 出 力 超 音 波 パ ル ス 治 療（ L I P U S；
Low-intensity pulsed ultrasound ）の有用性の検
討]では、ウマの第四中手骨の骨切モデルを用いて
ウマにおけるLIPUSの骨折治癒効果を研究してい
る。ウマへのLIPUS応用については世界的にも知
見が乏しく、研究のヒントを得るには進んだ人医
学の報告を聴講することが最も効率的であり、本
研究会を選定して聴講した。参考となった発表に
ついて以下に報告する。

○低出力超音波パルスは骨軟骨欠損モデルラット
の軟骨再生に影響を及ぼすか？

山口将希ら（京都大学）
　In vitroによる基礎研究によれば、間葉系間質細
胞（MSC）を継代培養していくと、いずれ幹細胞の
増殖と維持に必要なOct4、Nanog、Sox2の遺伝子
発現が低下して増殖能が低減していく。また、未分
化間葉系細胞が軟骨分化するにはSox9遺伝子の
発現が必須である。LIPUSを当てながらこの継代
を続けていくとOct4、Nanog、Sox2の遺伝子発現
は対照に比し1.5～3倍に増加して継代を維持でき
る上に、軟骨分化誘導に必須なSox9の発現も維持
あるいは増加すると言われている。すなわち、
LIPUS照射は未分化間葉系細胞の増殖と軟骨分化
に促進的に働くと予想される。そこで、演者らは、
8週齢Wistar系ラットの両側大腿骨滑車部に骨軟
骨欠損を作製し、4週間の自由飼育後、LIPUS照射
単独照射をさらに4週間続けた群、膝関節内への
MSC注入と併用して4週間LIPUS照射を続けた群、
MSC単独注入群、未処理（対照）群の4群を作製し、
同日齢で剖検してそれらの治癒効果をII型コラー
ゲンの免疫組織化学的染色態度から判定した。な
お、LIPUS照射は週5回、1日20分として既報の効

果が確認されている照射コンプライアンスを守っ
ていた。その結果、LIPUS照射開始から4週間で、対
照群の欠損部は非硝子軟骨様の組織で覆われてい
た。これ対してLIPUS群、MSC単独投与群および
LIPUS-MSC併用群の3群では、硝子軟骨が再生し
て損傷部のスコアが改善されていた。ただし、これ
ら３群間ではスコアの改善度に有意差はなかっ
た。一方、組織学的には、LIPUS群および併用群は
MSC単独投与群に比べて硝子軟骨形成必須のII型
コラーゲンが多く産生されており、その沈着範囲
と染色強度が強い傾向が認められた。これより、
ラットにおけるLIPUS照射はMSCの関節内投与と
同程度の関節軟骨修復能をもつが、両者の併用に
よる相乗効果は期待できないことが分かったと結
論していた。また、II型コラーゲンの産生増強が
LIPUS照射による物理的刺激単独によるものかど
うかは今後検討が必要であるとしていた。現在、臨
床医学研究室では骨切りモデルに対する骨組織修
復能をLIPUSで増強できないか検索中であるが、
軟骨については未検討である。その意味で今後の
研究の指針を作るうえでに役立つ内容であった。

（桑野睦敏）

○大腿骨骨幹部骨折髄内釘術後の新生仮骨は超音
波照射側から形成される

内山善康ら（東海大学）
　現在、人医療において低出力超音波パルス治療

（LIPUS）は難治性骨折のみならず新鮮骨折にも保
険適応され、幅広く使用されている。しかし、その
中でも髄内固定術後のLIPUSには効果が十分でな
いという報告も出てきており、ピンの留置が効果
に影響を与える可能性が報告されてきている。本
報告では大腿骨骨幹部骨折髄内釘術後にLIPUSを
応用し、新生骨の出現を調査したところ、LIPUS照

第26回日本臨床微生物学会

　平成27年1月31日から2月1日の2日間、京王プ
ラザホテルで行われた第26回日本臨床微生物学
会学術集会に参加した。本学会は、臨床検査技師を
中心とした3000名以上の会員数を擁し、「嫌気性
菌検査ガイドライン2012」などの臨床微生物検査
に関する様々なマニュアルやガイドラインを作成
している。本学術集会では症例報告、疫学解析、検
査法の開発・評価などに関する多数の演題が報告
された。また、医動物、真菌など、日常の臨床検査に
おいて必ずしも主要ではない病原体の診断・検査
法に関するワークショップも開催され、活発な議
論が行われていた。

○臨床材料からの直接菌種同定の試み
小松　方（天理医療大学）

　現在の臨床微生物学的検査は、分離培養を経て
細菌の同定結果を得るまでに３日以上を必要とす
るため、感染症診断や抗菌薬治療に関する情報を
迅速に報告しているとは言えない。しかし、近年、
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間
型質量分析 (Matrix-assisted laser desorption 
ionization-time of flight mass spectrometry、 

MALDI-TOF MS) が臨床微生物学の分野に登場し
てから細菌同定のスピードは飛躍的に向上した。
演者らは、この原理を応用することで、臨床材料に
含まれる病原細菌を検体が検査室に提出されてか
ら30分以内に同定することが可能となる新しい
システムの開発の試みについて報告している。
　供試材料として外来患者由来の膿尿を使用し、
MALDI-TOF-MS解析に障害となる尿中の白血球な
どの生体由来細胞を取り除くため、低強度の遠心 
(Ferreira、 J Clin Microbiol、 2010) もしくは今回
演者が考案したフィルター法 ( K om a t s u、
ECCMID、2013) を用いて菌以外の夾雑物の除去
を行った。細菌分画層はこれらの手法によってい
ずれも数分で取り出すことが可能であった。続い
て、菌体の遠心濃縮および塩分除去を行った後、ア
ルコール・ギ酸抽出法によるタンパク質の抽出を
経てMALDI-TOF-MS による測定を行った。
　 分 離 培 養 後 の コ ロ ニ ー を 使 用 し た
MALDI-TOF-MS による同定成績と、フィルター法
により臨床検体から直接実施したMALDI-TOF-MS
の同定成績を比較したところ、グラム陰性桿菌で
は属レベルでの一致率は92％ (69/75)、 グラム陽

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

性菌では67％ (18/27) であった。グラム陽性菌で
の精度がグラム陰性桿菌と比べ低かったのは、検
体に含まれる菌数による差が原因であると考えら
れた。検出感度は種レベルでの同定を得るには107 
CFU/mL、 属レベルでは105～106 CFU/mL の菌量
が必要であった。また、一部の検体では、好中球由
来のタンパク質と思われるものが過剰に混入する
ことにより、本来検出すべきタンパク質のイオン
化抑制がおこり、菌種の同定ができなかった。
　MALDI-TOF-MSによって直接臨床検体から菌を
同定する方法は、前処理を開始してから結果を得
るまでに20分程度で作業は完了するため、迅速診
断法として期待できる方法であると考えられた。
しかし、複数菌が混在している検体は同定精度が
低くなることや、粘液性のある検体では演者らが
示した前処理法の適応のみでは処理が困難である
ことから、様々な臨床検体に応用するためには他
の方法も考案する必要がある。このように多くの
課題は残されるものの、MALDI-TOF-MSは、感染症
迅速診断技術として大きく貢献できる手法である
ことは間違いない事実であると考えられた。

○次世代シークエンス技術の微生物検査応用
黒田　誠（国立感染症研究所）

　昨今の技術革新による次世代シークエンサー
（Next-Generation  Sequencer : NGS）の配列解読量
の増大は極めて著しく、現在では、$1,000の経費
でヒト個人の全ゲノム情報の取得に成功するまで
に至っている。これにより、１０万円程度の経費で
個人の遺伝的情報を包括的に理解することがで
き、部分的な遺伝情報よりもむしろ全ゲノム情報
を把握して全体像を俯瞰的に診断するほうが効果
的な時代に突入した。感染症対策の分野において
もNGSを利用した基礎・応用研究の進展はめざま
しく、数多くのアプリケーションが開発され、俯瞰
的でかつ高度な感染症診断へと応用が期待されて
いる。演者は、この高度な技術を医療現場にも普及
すべく、感染症疑いのある不明症例・バイオテロ・
新興再興感染症などアウトブレイク対策のための
迅速・網羅病原体解析法を基盤とした感染症対策
ネットワークシステムの構築に取り組んでおり、
本演題では、その概要について報告している。

　従来からの特定の病原体のみを標的とした遺伝
子・抗体検査では、感染症を疑う症例のおよそ半数
が“原因不明”となっている。NGSは大量の核酸配列
を偏見無く網羅的に解読することができ、従来の
遺伝子検査法では見逃してしまう易変異性RNAウ
イルスも“塩基配列”として確定することができる
ため、感染症疑いの不明症例には最後の検査手法
として有用である。 演者らは、これまでにNGSを
様々な不明症例（養殖ヒラメの大量死・集団食中毒
事例・脳炎症例）における病原体候補の特定に役立
ててきた。
　また、NGSを活用した病原体ゲノム分子疫学に
より、院内感染対策やグローバルな伝播の“追跡・
トレーサビリティー”に有効であることが数多く
の論文で示されている。１例を挙げると、結核菌の
市中伝播、MRSA院内感染分離株のゲノム情報を
用いて院内・市中・家族内のアウトブレイクを正確
に追跡できたとの報告がある。演者らは、webサイ
ト上にNGSによって得られた塩基配列をアップ
ロードするだけで利用できるゲノム分子疫学ツー
ルを独自に開発した。
　NGSを用いた検査法は、検体内に存在するほと
んどの遺伝子情報が得られることから“ありのま
まの塩基配列” を確定する遺伝子検査法として
様々な感染症診断において有効である。演者らは、
NGSは感染症対策の包括的なセーフティーネット
として貢献できるとの見解を示している。
　馬医療においても、感染症が疑われるものの、原
因が特定できない症例は決して少なくない。NGS
によって得られる遺伝情報は、膨大であることか
ら、効率的な活用法について今後も模索していく
必要があると考えられるが、新たな感染症診断技
術として大いに期待できる。

（丹羽秀和）

○シンポジウム１　臨床との情報共有化における
ポイント

中村竜也（神戸大学）
　このシンポジウムは薬剤感受性試験の評価と臨
床への応用という課題であった。微生物検査は感
染菌の同定と薬剤感受性試験が一般的に行われ、
それが臨床医師に伝えられ抗菌薬治療に応用され

ている。しかし、微生物検査の結果を十分に理解し
ている医師でなければ誤った治療により治癒出来
ない可能性もあり、検査技師と臨床医が情報を共
有し治療にあたる必要がある。
　薬剤感受性試験について、多くは”S（感受性）” “I

（中間）” “R（耐性）”の３種で表現されるが、これら
を決定する数値（MICブレイクポイント）は、アメ
リカのCLSI、ヨーロッパのEUCAST、日本化学療法
学会基準などに基づいている。しかし、これらの基
準はいずれも同じものではなく、その解釈には十
分な考察が必要である。また感受性と診断されて
も、投与法によっては治療効果が得られない場合
もある。微生物検査を臨床に活かすために、検査技
師と臨床医は情報を共有するとともに、この検査
結果が意味していることを理解する必要がある。
どの基準に基づき診断されたもので、その基準に
おける抗菌薬の投与法まで理解し、その患者に
あった治療法を選択しなければならない。
　本会のウマ感染症治療においても、微生物検査
は頻繁に行われ、臨床獣医師のもとに結果が帰っ
てくるが、”S”と判断された抗菌薬の中で、どの抗
菌薬のどういった投与法が有効であるかといった
ところまで検討できていない現状にあり、多くの
症例において現在まで使用歴のある抗菌薬を担当
医の経験に基づいて使用している。しかし、臨床の
現場では“S”と判断された抗菌薬を投与しても効
果が得られない症例を多く認めている。このよう
な難治性感染症を治療するためには、検査部と臨
床獣医師が感染菌と抗菌薬について情報共有を行
うとともに、抗菌薬の特性や投与法も理解し、薬剤
の選択と治療を行っていく必要がある。

○ランチョンセミナー９　薬剤感受性試験と感染
症診療　感染制御

中村　敦（名古屋市立大学）
　こちらも上記に引き続き微生物検査と臨床とい
うテーマになるが、より臨床に近い議題であった。
病原菌の特定と薬剤感受性試験は感染症治療に極
めて重要であることに間違いはないが、同検査に
は時間を要するため、臨床現場においては感染部
位や感染菌を推定した上でのEmpiric therapy（経
験的治療）が必要となる。無論、この経験的治療は

ウマ獣医療においても広く行われている（ウマ獣
医療において感染症に対し菌同定と感受性試験を
行うDefinitive therapy が行われている施設が少
ない現状にあるが）。急性疾患であれば、このエン
ピリック治療による抗菌薬選択によっては、急速
に病態が悪化することも考えられるため、原因菌
が確定できない場合にもより精度の高い治療が求
められる。
　そのようなエンピリック治療において重要なの
がアンチバイオグラムである。アンチバイオグラ
ムは各種疾病の原因菌とその感受性率をまとめた
ものであり、従来の経験的治療よりも高い精度の
初期治療が可能となってくる。このアンチバイオ
グラムから各種感染症の細菌種を認識し、効果の
高い抗菌薬を中心とした治療ガイドラインが作成
されている。この初期治療においては複数の抗菌
薬もしくは広範囲スペクトラム抗菌薬を用い可能
性のある細菌を幅広く抑制する治療を開始し、確
定診断後にde-escalation（治療薬の縮小）を行うこ
とを推奨している。
　本会においては栃木支所を中心にアンチバイオ
グラムは作成されているが、臨床現場に浸透して
いるとは言いがたく、どの感染症に対しても治療
初期に行われるエンピリック治療はほとんど同じ
である（勿論、肺炎のように今まで分離された原因
菌の分布と感受性試験の結果に基づき治療薬を選
択している疾患はあるが）。私個人の意見として、
広いスペクトラムから狭いスペクトラムへという
治療をそのままウマ医療に当てはめるのには賛同
できない。それは、抗菌薬関連下痢症という点か
ら、すべての症例に広域スペクトラム抗菌薬もし
くは複数の抗菌薬を全身投与することにはリスク
を感じるからである。しかし、一方で抗菌薬と原因
菌のミスマッチにより、感受性試験結果が判明す
る前に病態が悪化している症例も多く認められる
ことから、各種感染症に対して感染菌の分布と感
受性から効果の高い抗菌薬を中心としたガイドラ
イン作成の必要性を感じている。

○ベーシックレクチャー９　PK/PD理論に基づい
た抗菌薬適正使用

木津純子（慶應義塾大学）

　歴史的に1940年代に抗菌薬ペニシリンが開発
されて以降、新しい抗菌薬開発と耐性菌の出現を
繰り返しながら、感染症治療が行われてきた。しか
し、近年新規に開発される抗菌薬は減少し、もはや
劇的な効果をもたらす抗菌薬の登場は期待でき
ず、臨床医は既存の抗菌薬を用いて上手く治療す
ることが求められている。以前より、抗菌薬治療は
経験的もしくは感染菌の薬剤感受性試験に基づい
て抗菌薬を選択し、添付文書の用量と用法のとお
りに投与することがヒト医療においても一般的で
あった。しかし、そういった治療法では近年増加し
ているMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）や
CRE（カルバペネム耐性腸内細菌感染症）などの多
剤耐性菌感染症などに対応できない現状にある。
　近年登場したPK/PD理論はPK(薬理学)とPD(薬
力学)の双方を検討して抗菌薬の用量や用法を考
察する理論である。PK(薬理学)においては単純な
血中濃度データだけではなく、体内での濃度推移

（吸収、分布、代謝、排泄）を検討し、PD(薬力学)にお
いては感染菌に対する抗菌活性を検討し、この2
つの結果から抗菌薬の使用法を検討し投与法を決
定していくものである。すでにヒト医療ではこの
理論に基づいた研究により抗菌薬の投与量や投与
法が変更されてきている。代表的なものとしては
ニューキノロン系抗菌薬が挙げられる。かつてヒ
トの肺炎においてレボフロキサシンは1回
100mg、1日3回投与で処方されていたが、この理
論に基づき1回投与量の増加が抗菌効果を高める
ことが示され、現在は1回500mgの1日1回投与で
処方されるようになった。このレクチャーにおい
ては理論の基礎と各種パラメーターに関する講義
が行われた。近年動物医療においても耐性菌感染
症、難治性感染症は増加してきており、このような
理論に基づく抗菌薬の投与法が必要になってくる
と考えており、検討していきたいと考えている。

（黒田泰輔）

射側から新生骨が出現することが明らかとなっ
た。
　今後の競走馬への応用を考えれば、螺子固定後
の使用などが想定されている。LIPUSは照射角度、
骨折部位までの距離や組織などの因子に大きく影
響を受けることが報告されており、使用方法を間
違えると効果が得られない。臨床応用では対象症
例や使用方法について今一度検討する必要がある
と考えられる。

○手根骨骨折に低出力超音波パルスの使用経験
岩倉　崇ら（神戸大学）

　現在まで、LIPUSの臨床報告は多く、多くの骨折
で骨癒合率を上昇させ、治癒を促進することが示
されている。本研究は手根骨骨折の臨床報告で

あった。手根骨は皮膚表面から浅く、LIPUSの効果
が期待できる部位とされている。本症例群でも経
過は良好であり、15例中２例を除き良好な骨癒合
を認めている。骨癒合しなかった症例では、骨折部
のスクリュー固定術の固定不良症例、骨折から治
療開始が遅延した症例であったとのことであっ
た。LIPUSの骨癒合効果が得られない因子として、
骨折部の不安定性や間隙、骨折もしくは固定術後
からLIPUS開始の遅延が考えられるとのことで
あった。また他の報告ではあるがLIPUSの効果は
4mm以上9mm以下の骨間隙症例に適することも
示されていた。我々の研究では5mmの間隙を作成
しており、ヒトでは効果が期待できる骨折モデル
となっており、結果が期待される。

（黒田泰輔）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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　平成27年1月31日から2月1日の2日間、京王プ
ラザホテルで行われた第26回日本臨床微生物学
会学術集会に参加した。本学会は、臨床検査技師を
中心とした3000名以上の会員数を擁し、「嫌気性
菌検査ガイドライン2012」などの臨床微生物検査
に関する様々なマニュアルやガイドラインを作成
している。本学術集会では症例報告、疫学解析、検
査法の開発・評価などに関する多数の演題が報告
された。また、医動物、真菌など、日常の臨床検査に
おいて必ずしも主要ではない病原体の診断・検査
法に関するワークショップも開催され、活発な議
論が行われていた。

○臨床材料からの直接菌種同定の試み
小松　方（天理医療大学）

　現在の臨床微生物学的検査は、分離培養を経て
細菌の同定結果を得るまでに３日以上を必要とす
るため、感染症診断や抗菌薬治療に関する情報を
迅速に報告しているとは言えない。しかし、近年、
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間
型質量分析 (Matrix-assisted laser desorption 
ionization-time of flight mass spectrometry、 

MALDI-TOF MS) が臨床微生物学の分野に登場し
てから細菌同定のスピードは飛躍的に向上した。
演者らは、この原理を応用することで、臨床材料に
含まれる病原細菌を検体が検査室に提出されてか
ら30分以内に同定することが可能となる新しい
システムの開発の試みについて報告している。
　供試材料として外来患者由来の膿尿を使用し、
MALDI-TOF-MS解析に障害となる尿中の白血球な
どの生体由来細胞を取り除くため、低強度の遠心 
(Ferreira、 J Clin Microbiol、 2010) もしくは今回
演者が考案したフィルター法 ( K om a t s u、
ECCMID、2013) を用いて菌以外の夾雑物の除去
を行った。細菌分画層はこれらの手法によってい
ずれも数分で取り出すことが可能であった。続い
て、菌体の遠心濃縮および塩分除去を行った後、ア
ルコール・ギ酸抽出法によるタンパク質の抽出を
経てMALDI-TOF-MS による測定を行った。
　 分 離 培 養 後 の コ ロ ニ ー を 使 用 し た
MALDI-TOF-MS による同定成績と、フィルター法
により臨床検体から直接実施したMALDI-TOF-MS
の同定成績を比較したところ、グラム陰性桿菌で
は属レベルでの一致率は92％ (69/75)、 グラム陽

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

性菌では67％ (18/27) であった。グラム陽性菌で
の精度がグラム陰性桿菌と比べ低かったのは、検
体に含まれる菌数による差が原因であると考えら
れた。検出感度は種レベルでの同定を得るには107 
CFU/mL、 属レベルでは105～106 CFU/mL の菌量
が必要であった。また、一部の検体では、好中球由
来のタンパク質と思われるものが過剰に混入する
ことにより、本来検出すべきタンパク質のイオン
化抑制がおこり、菌種の同定ができなかった。
　MALDI-TOF-MSによって直接臨床検体から菌を
同定する方法は、前処理を開始してから結果を得
るまでに20分程度で作業は完了するため、迅速診
断法として期待できる方法であると考えられた。
しかし、複数菌が混在している検体は同定精度が
低くなることや、粘液性のある検体では演者らが
示した前処理法の適応のみでは処理が困難である
ことから、様々な臨床検体に応用するためには他
の方法も考案する必要がある。このように多くの
課題は残されるものの、MALDI-TOF-MSは、感染症
迅速診断技術として大きく貢献できる手法である
ことは間違いない事実であると考えられた。

○次世代シークエンス技術の微生物検査応用
黒田　誠（国立感染症研究所）

　昨今の技術革新による次世代シークエンサー
（Next-Generation  Sequencer : NGS）の配列解読量
の増大は極めて著しく、現在では、$1,000の経費
でヒト個人の全ゲノム情報の取得に成功するまで
に至っている。これにより、１０万円程度の経費で
個人の遺伝的情報を包括的に理解することがで
き、部分的な遺伝情報よりもむしろ全ゲノム情報
を把握して全体像を俯瞰的に診断するほうが効果
的な時代に突入した。感染症対策の分野において
もNGSを利用した基礎・応用研究の進展はめざま
しく、数多くのアプリケーションが開発され、俯瞰
的でかつ高度な感染症診断へと応用が期待されて
いる。演者は、この高度な技術を医療現場にも普及
すべく、感染症疑いのある不明症例・バイオテロ・
新興再興感染症などアウトブレイク対策のための
迅速・網羅病原体解析法を基盤とした感染症対策
ネットワークシステムの構築に取り組んでおり、
本演題では、その概要について報告している。

　従来からの特定の病原体のみを標的とした遺伝
子・抗体検査では、感染症を疑う症例のおよそ半数
が“原因不明”となっている。NGSは大量の核酸配列
を偏見無く網羅的に解読することができ、従来の
遺伝子検査法では見逃してしまう易変異性RNAウ
イルスも“塩基配列”として確定することができる
ため、感染症疑いの不明症例には最後の検査手法
として有用である。 演者らは、これまでにNGSを
様々な不明症例（養殖ヒラメの大量死・集団食中毒
事例・脳炎症例）における病原体候補の特定に役立
ててきた。
　また、NGSを活用した病原体ゲノム分子疫学に
より、院内感染対策やグローバルな伝播の“追跡・
トレーサビリティー”に有効であることが数多く
の論文で示されている。１例を挙げると、結核菌の
市中伝播、MRSA院内感染分離株のゲノム情報を
用いて院内・市中・家族内のアウトブレイクを正確
に追跡できたとの報告がある。演者らは、webサイ
ト上にNGSによって得られた塩基配列をアップ
ロードするだけで利用できるゲノム分子疫学ツー
ルを独自に開発した。
　NGSを用いた検査法は、検体内に存在するほと
んどの遺伝子情報が得られることから“ありのま
まの塩基配列” を確定する遺伝子検査法として
様々な感染症診断において有効である。演者らは、
NGSは感染症対策の包括的なセーフティーネット
として貢献できるとの見解を示している。
　馬医療においても、感染症が疑われるものの、原
因が特定できない症例は決して少なくない。NGS
によって得られる遺伝情報は、膨大であることか
ら、効率的な活用法について今後も模索していく
必要があると考えられるが、新たな感染症診断技
術として大いに期待できる。

（丹羽秀和）

○シンポジウム１　臨床との情報共有化における
ポイント

中村竜也（神戸大学）
　このシンポジウムは薬剤感受性試験の評価と臨
床への応用という課題であった。微生物検査は感
染菌の同定と薬剤感受性試験が一般的に行われ、
それが臨床医師に伝えられ抗菌薬治療に応用され

ている。しかし、微生物検査の結果を十分に理解し
ている医師でなければ誤った治療により治癒出来
ない可能性もあり、検査技師と臨床医が情報を共
有し治療にあたる必要がある。
　薬剤感受性試験について、多くは”S（感受性）” “I

（中間）” “R（耐性）”の３種で表現されるが、これら
を決定する数値（MICブレイクポイント）は、アメ
リカのCLSI、ヨーロッパのEUCAST、日本化学療法
学会基準などに基づいている。しかし、これらの基
準はいずれも同じものではなく、その解釈には十
分な考察が必要である。また感受性と診断されて
も、投与法によっては治療効果が得られない場合
もある。微生物検査を臨床に活かすために、検査技
師と臨床医は情報を共有するとともに、この検査
結果が意味していることを理解する必要がある。
どの基準に基づき診断されたもので、その基準に
おける抗菌薬の投与法まで理解し、その患者に
あった治療法を選択しなければならない。
　本会のウマ感染症治療においても、微生物検査
は頻繁に行われ、臨床獣医師のもとに結果が帰っ
てくるが、”S”と判断された抗菌薬の中で、どの抗
菌薬のどういった投与法が有効であるかといった
ところまで検討できていない現状にあり、多くの
症例において現在まで使用歴のある抗菌薬を担当
医の経験に基づいて使用している。しかし、臨床の
現場では“S”と判断された抗菌薬を投与しても効
果が得られない症例を多く認めている。このよう
な難治性感染症を治療するためには、検査部と臨
床獣医師が感染菌と抗菌薬について情報共有を行
うとともに、抗菌薬の特性や投与法も理解し、薬剤
の選択と治療を行っていく必要がある。

○ランチョンセミナー９　薬剤感受性試験と感染
症診療　感染制御

中村　敦（名古屋市立大学）
　こちらも上記に引き続き微生物検査と臨床とい
うテーマになるが、より臨床に近い議題であった。
病原菌の特定と薬剤感受性試験は感染症治療に極
めて重要であることに間違いはないが、同検査に
は時間を要するため、臨床現場においては感染部
位や感染菌を推定した上でのEmpiric therapy（経
験的治療）が必要となる。無論、この経験的治療は

ウマ獣医療においても広く行われている（ウマ獣
医療において感染症に対し菌同定と感受性試験を
行うDefinitive therapy が行われている施設が少
ない現状にあるが）。急性疾患であれば、このエン
ピリック治療による抗菌薬選択によっては、急速
に病態が悪化することも考えられるため、原因菌
が確定できない場合にもより精度の高い治療が求
められる。
　そのようなエンピリック治療において重要なの
がアンチバイオグラムである。アンチバイオグラ
ムは各種疾病の原因菌とその感受性率をまとめた
ものであり、従来の経験的治療よりも高い精度の
初期治療が可能となってくる。このアンチバイオ
グラムから各種感染症の細菌種を認識し、効果の
高い抗菌薬を中心とした治療ガイドラインが作成
されている。この初期治療においては複数の抗菌
薬もしくは広範囲スペクトラム抗菌薬を用い可能
性のある細菌を幅広く抑制する治療を開始し、確
定診断後にde-escalation（治療薬の縮小）を行うこ
とを推奨している。
　本会においては栃木支所を中心にアンチバイオ
グラムは作成されているが、臨床現場に浸透して
いるとは言いがたく、どの感染症に対しても治療
初期に行われるエンピリック治療はほとんど同じ
である（勿論、肺炎のように今まで分離された原因
菌の分布と感受性試験の結果に基づき治療薬を選
択している疾患はあるが）。私個人の意見として、
広いスペクトラムから狭いスペクトラムへという
治療をそのままウマ医療に当てはめるのには賛同
できない。それは、抗菌薬関連下痢症という点か
ら、すべての症例に広域スペクトラム抗菌薬もし
くは複数の抗菌薬を全身投与することにはリスク
を感じるからである。しかし、一方で抗菌薬と原因
菌のミスマッチにより、感受性試験結果が判明す
る前に病態が悪化している症例も多く認められる
ことから、各種感染症に対して感染菌の分布と感
受性から効果の高い抗菌薬を中心としたガイドラ
イン作成の必要性を感じている。

○ベーシックレクチャー９　PK/PD理論に基づい
た抗菌薬適正使用

木津純子（慶應義塾大学）

　歴史的に1940年代に抗菌薬ペニシリンが開発
されて以降、新しい抗菌薬開発と耐性菌の出現を
繰り返しながら、感染症治療が行われてきた。しか
し、近年新規に開発される抗菌薬は減少し、もはや
劇的な効果をもたらす抗菌薬の登場は期待でき
ず、臨床医は既存の抗菌薬を用いて上手く治療す
ることが求められている。以前より、抗菌薬治療は
経験的もしくは感染菌の薬剤感受性試験に基づい
て抗菌薬を選択し、添付文書の用量と用法のとお
りに投与することがヒト医療においても一般的で
あった。しかし、そういった治療法では近年増加し
ているMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）や
CRE（カルバペネム耐性腸内細菌感染症）などの多
剤耐性菌感染症などに対応できない現状にある。
　近年登場したPK/PD理論はPK(薬理学)とPD(薬
力学)の双方を検討して抗菌薬の用量や用法を考
察する理論である。PK(薬理学)においては単純な
血中濃度データだけではなく、体内での濃度推移

（吸収、分布、代謝、排泄）を検討し、PD(薬力学)にお
いては感染菌に対する抗菌活性を検討し、この2
つの結果から抗菌薬の使用法を検討し投与法を決
定していくものである。すでにヒト医療ではこの
理論に基づいた研究により抗菌薬の投与量や投与
法が変更されてきている。代表的なものとしては
ニューキノロン系抗菌薬が挙げられる。かつてヒ
トの肺炎においてレボフロキサシンは1回
100mg、1日3回投与で処方されていたが、この理
論に基づき1回投与量の増加が抗菌効果を高める
ことが示され、現在は1回500mgの1日1回投与で
処方されるようになった。このレクチャーにおい
ては理論の基礎と各種パラメーターに関する講義
が行われた。近年動物医療においても耐性菌感染
症、難治性感染症は増加してきており、このような
理論に基づく抗菌薬の投与法が必要になってくる
と考えており、検討していきたいと考えている。

（黒田泰輔）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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　平成27年1月31日から2月1日の2日間、京王プ
ラザホテルで行われた第26回日本臨床微生物学
会学術集会に参加した。本学会は、臨床検査技師を
中心とした3000名以上の会員数を擁し、「嫌気性
菌検査ガイドライン2012」などの臨床微生物検査
に関する様々なマニュアルやガイドラインを作成
している。本学術集会では症例報告、疫学解析、検
査法の開発・評価などに関する多数の演題が報告
された。また、医動物、真菌など、日常の臨床検査に
おいて必ずしも主要ではない病原体の診断・検査
法に関するワークショップも開催され、活発な議
論が行われていた。

○臨床材料からの直接菌種同定の試み
小松　方（天理医療大学）

　現在の臨床微生物学的検査は、分離培養を経て
細菌の同定結果を得るまでに３日以上を必要とす
るため、感染症診断や抗菌薬治療に関する情報を
迅速に報告しているとは言えない。しかし、近年、
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間
型質量分析 (Matrix-assisted laser desorption 
ionization-time of flight mass spectrometry、 

MALDI-TOF MS) が臨床微生物学の分野に登場し
てから細菌同定のスピードは飛躍的に向上した。
演者らは、この原理を応用することで、臨床材料に
含まれる病原細菌を検体が検査室に提出されてか
ら30分以内に同定することが可能となる新しい
システムの開発の試みについて報告している。
　供試材料として外来患者由来の膿尿を使用し、
MALDI-TOF-MS解析に障害となる尿中の白血球な
どの生体由来細胞を取り除くため、低強度の遠心 
(Ferreira、 J Clin Microbiol、 2010) もしくは今回
演者が考案したフィルター法 ( K om a t s u、
ECCMID、2013) を用いて菌以外の夾雑物の除去
を行った。細菌分画層はこれらの手法によってい
ずれも数分で取り出すことが可能であった。続い
て、菌体の遠心濃縮および塩分除去を行った後、ア
ルコール・ギ酸抽出法によるタンパク質の抽出を
経てMALDI-TOF-MS による測定を行った。
　 分 離 培 養 後 の コ ロ ニ ー を 使 用 し た
MALDI-TOF-MS による同定成績と、フィルター法
により臨床検体から直接実施したMALDI-TOF-MS
の同定成績を比較したところ、グラム陰性桿菌で
は属レベルでの一致率は92％ (69/75)、 グラム陽

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

性菌では67％ (18/27) であった。グラム陽性菌で
の精度がグラム陰性桿菌と比べ低かったのは、検
体に含まれる菌数による差が原因であると考えら
れた。検出感度は種レベルでの同定を得るには107 
CFU/mL、 属レベルでは105～106 CFU/mL の菌量
が必要であった。また、一部の検体では、好中球由
来のタンパク質と思われるものが過剰に混入する
ことにより、本来検出すべきタンパク質のイオン
化抑制がおこり、菌種の同定ができなかった。
　MALDI-TOF-MSによって直接臨床検体から菌を
同定する方法は、前処理を開始してから結果を得
るまでに20分程度で作業は完了するため、迅速診
断法として期待できる方法であると考えられた。
しかし、複数菌が混在している検体は同定精度が
低くなることや、粘液性のある検体では演者らが
示した前処理法の適応のみでは処理が困難である
ことから、様々な臨床検体に応用するためには他
の方法も考案する必要がある。このように多くの
課題は残されるものの、MALDI-TOF-MSは、感染症
迅速診断技術として大きく貢献できる手法である
ことは間違いない事実であると考えられた。

○次世代シークエンス技術の微生物検査応用
黒田　誠（国立感染症研究所）

　昨今の技術革新による次世代シークエンサー
（Next-Generation  Sequencer : NGS）の配列解読量
の増大は極めて著しく、現在では、$1,000の経費
でヒト個人の全ゲノム情報の取得に成功するまで
に至っている。これにより、１０万円程度の経費で
個人の遺伝的情報を包括的に理解することがで
き、部分的な遺伝情報よりもむしろ全ゲノム情報
を把握して全体像を俯瞰的に診断するほうが効果
的な時代に突入した。感染症対策の分野において
もNGSを利用した基礎・応用研究の進展はめざま
しく、数多くのアプリケーションが開発され、俯瞰
的でかつ高度な感染症診断へと応用が期待されて
いる。演者は、この高度な技術を医療現場にも普及
すべく、感染症疑いのある不明症例・バイオテロ・
新興再興感染症などアウトブレイク対策のための
迅速・網羅病原体解析法を基盤とした感染症対策
ネットワークシステムの構築に取り組んでおり、
本演題では、その概要について報告している。

　従来からの特定の病原体のみを標的とした遺伝
子・抗体検査では、感染症を疑う症例のおよそ半数
が“原因不明”となっている。NGSは大量の核酸配列
を偏見無く網羅的に解読することができ、従来の
遺伝子検査法では見逃してしまう易変異性RNAウ
イルスも“塩基配列”として確定することができる
ため、感染症疑いの不明症例には最後の検査手法
として有用である。 演者らは、これまでにNGSを
様々な不明症例（養殖ヒラメの大量死・集団食中毒
事例・脳炎症例）における病原体候補の特定に役立
ててきた。
　また、NGSを活用した病原体ゲノム分子疫学に
より、院内感染対策やグローバルな伝播の“追跡・
トレーサビリティー”に有効であることが数多く
の論文で示されている。１例を挙げると、結核菌の
市中伝播、MRSA院内感染分離株のゲノム情報を
用いて院内・市中・家族内のアウトブレイクを正確
に追跡できたとの報告がある。演者らは、webサイ
ト上にNGSによって得られた塩基配列をアップ
ロードするだけで利用できるゲノム分子疫学ツー
ルを独自に開発した。
　NGSを用いた検査法は、検体内に存在するほと
んどの遺伝子情報が得られることから“ありのま
まの塩基配列” を確定する遺伝子検査法として
様々な感染症診断において有効である。演者らは、
NGSは感染症対策の包括的なセーフティーネット
として貢献できるとの見解を示している。
　馬医療においても、感染症が疑われるものの、原
因が特定できない症例は決して少なくない。NGS
によって得られる遺伝情報は、膨大であることか
ら、効率的な活用法について今後も模索していく
必要があると考えられるが、新たな感染症診断技
術として大いに期待できる。

（丹羽秀和）

○シンポジウム１　臨床との情報共有化における
ポイント

中村竜也（神戸大学）
　このシンポジウムは薬剤感受性試験の評価と臨
床への応用という課題であった。微生物検査は感
染菌の同定と薬剤感受性試験が一般的に行われ、
それが臨床医師に伝えられ抗菌薬治療に応用され

ている。しかし、微生物検査の結果を十分に理解し
ている医師でなければ誤った治療により治癒出来
ない可能性もあり、検査技師と臨床医が情報を共
有し治療にあたる必要がある。
　薬剤感受性試験について、多くは”S（感受性）” “I

（中間）” “R（耐性）”の３種で表現されるが、これら
を決定する数値（MICブレイクポイント）は、アメ
リカのCLSI、ヨーロッパのEUCAST、日本化学療法
学会基準などに基づいている。しかし、これらの基
準はいずれも同じものではなく、その解釈には十
分な考察が必要である。また感受性と診断されて
も、投与法によっては治療効果が得られない場合
もある。微生物検査を臨床に活かすために、検査技
師と臨床医は情報を共有するとともに、この検査
結果が意味していることを理解する必要がある。
どの基準に基づき診断されたもので、その基準に
おける抗菌薬の投与法まで理解し、その患者に
あった治療法を選択しなければならない。
　本会のウマ感染症治療においても、微生物検査
は頻繁に行われ、臨床獣医師のもとに結果が帰っ
てくるが、”S”と判断された抗菌薬の中で、どの抗
菌薬のどういった投与法が有効であるかといった
ところまで検討できていない現状にあり、多くの
症例において現在まで使用歴のある抗菌薬を担当
医の経験に基づいて使用している。しかし、臨床の
現場では“S”と判断された抗菌薬を投与しても効
果が得られない症例を多く認めている。このよう
な難治性感染症を治療するためには、検査部と臨
床獣医師が感染菌と抗菌薬について情報共有を行
うとともに、抗菌薬の特性や投与法も理解し、薬剤
の選択と治療を行っていく必要がある。

○ランチョンセミナー９　薬剤感受性試験と感染
症診療　感染制御

中村　敦（名古屋市立大学）
　こちらも上記に引き続き微生物検査と臨床とい
うテーマになるが、より臨床に近い議題であった。
病原菌の特定と薬剤感受性試験は感染症治療に極
めて重要であることに間違いはないが、同検査に
は時間を要するため、臨床現場においては感染部
位や感染菌を推定した上でのEmpiric therapy（経
験的治療）が必要となる。無論、この経験的治療は

ウマ獣医療においても広く行われている（ウマ獣
医療において感染症に対し菌同定と感受性試験を
行うDefinitive therapy が行われている施設が少
ない現状にあるが）。急性疾患であれば、このエン
ピリック治療による抗菌薬選択によっては、急速
に病態が悪化することも考えられるため、原因菌
が確定できない場合にもより精度の高い治療が求
められる。
　そのようなエンピリック治療において重要なの
がアンチバイオグラムである。アンチバイオグラ
ムは各種疾病の原因菌とその感受性率をまとめた
ものであり、従来の経験的治療よりも高い精度の
初期治療が可能となってくる。このアンチバイオ
グラムから各種感染症の細菌種を認識し、効果の
高い抗菌薬を中心とした治療ガイドラインが作成
されている。この初期治療においては複数の抗菌
薬もしくは広範囲スペクトラム抗菌薬を用い可能
性のある細菌を幅広く抑制する治療を開始し、確
定診断後にde-escalation（治療薬の縮小）を行うこ
とを推奨している。
　本会においては栃木支所を中心にアンチバイオ
グラムは作成されているが、臨床現場に浸透して
いるとは言いがたく、どの感染症に対しても治療
初期に行われるエンピリック治療はほとんど同じ
である（勿論、肺炎のように今まで分離された原因
菌の分布と感受性試験の結果に基づき治療薬を選
択している疾患はあるが）。私個人の意見として、
広いスペクトラムから狭いスペクトラムへという
治療をそのままウマ医療に当てはめるのには賛同
できない。それは、抗菌薬関連下痢症という点か
ら、すべての症例に広域スペクトラム抗菌薬もし
くは複数の抗菌薬を全身投与することにはリスク
を感じるからである。しかし、一方で抗菌薬と原因
菌のミスマッチにより、感受性試験結果が判明す
る前に病態が悪化している症例も多く認められる
ことから、各種感染症に対して感染菌の分布と感
受性から効果の高い抗菌薬を中心としたガイドラ
イン作成の必要性を感じている。

○ベーシックレクチャー９　PK/PD理論に基づい
た抗菌薬適正使用

木津純子（慶應義塾大学）

　歴史的に1940年代に抗菌薬ペニシリンが開発
されて以降、新しい抗菌薬開発と耐性菌の出現を
繰り返しながら、感染症治療が行われてきた。しか
し、近年新規に開発される抗菌薬は減少し、もはや
劇的な効果をもたらす抗菌薬の登場は期待でき
ず、臨床医は既存の抗菌薬を用いて上手く治療す
ることが求められている。以前より、抗菌薬治療は
経験的もしくは感染菌の薬剤感受性試験に基づい
て抗菌薬を選択し、添付文書の用量と用法のとお
りに投与することがヒト医療においても一般的で
あった。しかし、そういった治療法では近年増加し
ているMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）や
CRE（カルバペネム耐性腸内細菌感染症）などの多
剤耐性菌感染症などに対応できない現状にある。
　近年登場したPK/PD理論はPK(薬理学)とPD(薬
力学)の双方を検討して抗菌薬の用量や用法を考
察する理論である。PK(薬理学)においては単純な
血中濃度データだけではなく、体内での濃度推移

（吸収、分布、代謝、排泄）を検討し、PD(薬力学)にお
いては感染菌に対する抗菌活性を検討し、この2
つの結果から抗菌薬の使用法を検討し投与法を決
定していくものである。すでにヒト医療ではこの
理論に基づいた研究により抗菌薬の投与量や投与
法が変更されてきている。代表的なものとしては
ニューキノロン系抗菌薬が挙げられる。かつてヒ
トの肺炎においてレボフロキサシンは1回
100mg、1日3回投与で処方されていたが、この理
論に基づき1回投与量の増加が抗菌効果を高める
ことが示され、現在は1回500mgの1日1回投与で
処方されるようになった。このレクチャーにおい
ては理論の基礎と各種パラメーターに関する講義
が行われた。近年動物医療においても耐性菌感染
症、難治性感染症は増加してきており、このような
理論に基づく抗菌薬の投与法が必要になってくる
と考えており、検討していきたいと考えている。

（黒田泰輔）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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　平成27年1月31日から2月1日の2日間、京王プ
ラザホテルで行われた第26回日本臨床微生物学
会学術集会に参加した。本学会は、臨床検査技師を
中心とした3000名以上の会員数を擁し、「嫌気性
菌検査ガイドライン2012」などの臨床微生物検査
に関する様々なマニュアルやガイドラインを作成
している。本学術集会では症例報告、疫学解析、検
査法の開発・評価などに関する多数の演題が報告
された。また、医動物、真菌など、日常の臨床検査に
おいて必ずしも主要ではない病原体の診断・検査
法に関するワークショップも開催され、活発な議
論が行われていた。

○臨床材料からの直接菌種同定の試み
小松　方（天理医療大学）

　現在の臨床微生物学的検査は、分離培養を経て
細菌の同定結果を得るまでに３日以上を必要とす
るため、感染症診断や抗菌薬治療に関する情報を
迅速に報告しているとは言えない。しかし、近年、
マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間
型質量分析 (Matrix-assisted laser desorption 
ionization-time of flight mass spectrometry、 

MALDI-TOF MS) が臨床微生物学の分野に登場し
てから細菌同定のスピードは飛躍的に向上した。
演者らは、この原理を応用することで、臨床材料に
含まれる病原細菌を検体が検査室に提出されてか
ら30分以内に同定することが可能となる新しい
システムの開発の試みについて報告している。
　供試材料として外来患者由来の膿尿を使用し、
MALDI-TOF-MS解析に障害となる尿中の白血球な
どの生体由来細胞を取り除くため、低強度の遠心 
(Ferreira、 J Clin Microbiol、 2010) もしくは今回
演者が考案したフィルター法 ( K om a t s u、
ECCMID、2013) を用いて菌以外の夾雑物の除去
を行った。細菌分画層はこれらの手法によってい
ずれも数分で取り出すことが可能であった。続い
て、菌体の遠心濃縮および塩分除去を行った後、ア
ルコール・ギ酸抽出法によるタンパク質の抽出を
経てMALDI-TOF-MS による測定を行った。
　 分 離 培 養 後 の コ ロ ニ ー を 使 用 し た
MALDI-TOF-MS による同定成績と、フィルター法
により臨床検体から直接実施したMALDI-TOF-MS
の同定成績を比較したところ、グラム陰性桿菌で
は属レベルでの一致率は92％ (69/75)、 グラム陽
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○当院におけるBacteroides fragilisの薬剤感受性
推移と菌血症症例の検討

小佐井康介ら (長崎大学)
　Bacteroides属の菌血症では適切な治療がなされ
ない場合、治療の失敗や死亡率の上昇に関与する
と報告されている。今回、我々は Bacteroides属の
中で重要である Bacteroides fragilis（B. fragilis）に
ついて薬剤感受性の経年的推移と菌血症症例の検
討を行い、それらの現状把握と細菌学的検査の役
割について考察を行った。 
　薬剤感受性検査は 2003 年から 2013 年までの
データを収集、解析した。菌血症症例は 2010 年か
ら2013 年までに血液培養で B. fragilisが分離され
た 13 例を対象とした。 
　B .  f r a g i l i sの  2013  年の薬剤耐性率は、
SBT/ABPC、IPM ではそれぞれ 4.5%、0.0%で経年
的に大きな変化は認めなかったが、CMZ、MEPM 
はそれぞれ 31.8%、10.9%といずれも上昇傾向で
あった。菌血症例については、性別は男性 7 例、女

性 6 例で偏りはなく、年齢については 15 歳～99 
歳まで幅があったものの、ほとんどは 50 代以上
の基礎疾患を有する患者であった。基礎疾患（重複
を含む）は、悪性腫瘍 6 例、肝胆道系疾患 4 例、消
化管疾患、糖尿病がそれぞれ 3 例、婦人科疾患 2 
例などであった。侵入門戸は、消化管（消化管手術
や術後感染を含む）、胆道、婦人科臓器、褥瘡などが
疑われたが、侵入門戸が明らかでない症例もあっ
た。7 例で血液培養から複数菌が分離され、菌種は
Escherichia coliや Streptococcus属などであった。
敗血症性ショックを合併したのは 5 例であった。
経験的治療に用いられた抗菌薬はカルバぺネム系
薬が 7 例（MEPM6 例、IPM/CS1 例）で最も多く、
次いでβラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬
の 3 例（TAZ/PIPC2 例、SBT/ABPC1 例）であった。
これらの症例では外科的処置を並行して行ったも
のも含めて効果はいずれも良好であった。一方で、
初期治療に第 2、3 世代セフェム系薬を使用した 
2 例では効果が乏しく、MEPM、TAZ/PIPC へ変更

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

が必要であった。 
　検討した菌血症症例は4 年間で 13 例と多くな
かった。しかし、複数菌感染の影響もあったと考え
られるが、そのうち 5 名で敗血症性ショックを
伴っており、正確な菌種の同定、感受性検査が重要
であると考えられた。今回の検討では、経験的にカ
ルバぺネム系薬、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニ
シリン系薬が投与された症例では治療成績は良好
であった。しかし、耐性化が進めば治療に影響する
ことも予想され、今後も薬剤感受性の動向を注視
していきたいとの報告であった。
　B. fragilisはウマ医療において、細菌性肺炎や胸
膜炎等の下気道疾患あるいは皮下や蹄内における
膿瘍の主要な偏性嫌気性菌である。ウマ医療にお
いて、菌血症の分離菌に関しては報告がごく一部
に限られるため、他の細菌を含めて不明確な点が
多いが、下気道疾患におけるBacteroides属の関与
がヒト医療以上に多いウマにおいて、B. fragilisに
よる菌血症がより多く発症している可能性がある
ため、菌血症を疑う症例については、菌分離を試み
ると共に、治療においてはB. fragilisが関与する可
能性を考慮するべきであると考える。

○フィダキソマイシンがClostridium difficileバイ
オフィルム形成に及ぼす効果

濱田将風ら (東邦大学)
　Clostridium difficile感染性腸炎 (CDI) は抗菌薬関
連腸炎の 1 つであり、腸内細菌叢の乱れが C.  
difficileの増殖・毒素産生を導くことで発症する。こ
のCDIに対する抗菌薬としてバンコマイシンやメ
トロニダゾールが従来用いられてきたが、2011 
年に欧米でフィダキソマイシンが新規抗菌薬とし
て承認された。フィダキソマイシンはマクロサイ
クリック系抗菌薬でRNAポリメラーゼ阻害活性を
示す。これまでに、その良好な抗菌活性及び毒素産
生抑制効果が報告されており、第 III 相臨床試験に
おいてCDIの治療効果および再発抑制効果が確認
されている。しかしながら、CDIの病態には依然不
明な点が多く、その病態に対するフィダキソマイ
シンの効果に関しても検討すべき点が多い。本研
究ではC. difficileの腸管内での定着・感染に影響す
ると示唆されているバイオフィルム形成に着目

し、フィダキソマイシンがC. difficileバイオフィル
ム形成に及ぼす効果について検討した。 
　PCRリボタイプ 027 のC. difficileを嫌気・37°C 
の条件下でマルチウェルプレートもしくはガラス
ベースディッシュを用いて静置培養した。増殖培
地として、BHI に L-システイン・酵母エキス・グル
コースを添加した BHIS 培地を用いた。培養開始
時にフィダキソマイシンを添加し、この添加区と
は別に、バンコマイシンの添加区を比較として設
定した。両抗菌薬の濃度は 1 μg/ml 以内とし、培
養後、クリスタルバイオレット染色法を用いて、バ
イオフィルム形成量を測定した。さらに、共焦点反
射顕微鏡法を用いて、バイオフィルム構造を観察
した。また、バイオフィルム形成時の増殖量として
培養液の濁度を測定した。 
　その結果、フィダキソマイシンは濃度依存的に
C. difficileのバイオフィルム形成を抑制した。共焦
点反射顕微鏡法を用いることで、バイオフィルム
構造の明瞭な形成不全が観察された。フィダキソ
マイシンはバイオフィルム形成時におけるC.  
difficileの増殖も抑制していた。バンコマイシン添
加条件下では、バイオフィルム形成量はC. difficile 
の増殖量に依存していた。その一方で、フィダキソ
マイシン添加条件下では、C. difficileの増殖量当た
りのバイオフィルム形成量 (バイオフィルム形成
率) が低下傾向にあった。 
　フィダキソマイシンはC. difficileに対して増殖抑
制効果だけでなくバイオフィルム形成抑制効果を
発揮する可能性が示唆された。バンコマイシンは
C. difficileの増殖に影響してバイオフィルム形成を
抑制するが、フィダキソマイシンはC. difficileの付
着などのイベントにも影響してバイオフィルム形
成を抑制することが期待されると演者らは報告し
た。
　ウマにおけるCDIの治療はメトロニダゾールの
経口投与に補液等を組み合わせて行なわれること
が多く、フィダキソマイシンはもちろん、バンコマ
イシンについてもウマにおいて比較検討されたこ
とは無いが、今後はヒト医療を参考にウマにおけ
るCDIの治療法を確立していく必要があると考え
る。また、ウマのCDIは劇症例が多く、CDIを疑った
段階で腸管内ではC. difficileの増殖、トキシン産生

およびバイオフィルムの形成が進んでいると考え
られ、フィダキソマイシンが既に形成されたバイ
オフィルムに対してどのような作用を持つのかに

ついては、今後の報告が待たれる。
（木下優太）

性菌では67％ (18/27) であった。グラム陽性菌で
の精度がグラム陰性桿菌と比べ低かったのは、検
体に含まれる菌数による差が原因であると考えら
れた。検出感度は種レベルでの同定を得るには107 
CFU/mL、 属レベルでは105～106 CFU/mL の菌量
が必要であった。また、一部の検体では、好中球由
来のタンパク質と思われるものが過剰に混入する
ことにより、本来検出すべきタンパク質のイオン
化抑制がおこり、菌種の同定ができなかった。
　MALDI-TOF-MSによって直接臨床検体から菌を
同定する方法は、前処理を開始してから結果を得
るまでに20分程度で作業は完了するため、迅速診
断法として期待できる方法であると考えられた。
しかし、複数菌が混在している検体は同定精度が
低くなることや、粘液性のある検体では演者らが
示した前処理法の適応のみでは処理が困難である
ことから、様々な臨床検体に応用するためには他
の方法も考案する必要がある。このように多くの
課題は残されるものの、MALDI-TOF-MSは、感染症
迅速診断技術として大きく貢献できる手法である
ことは間違いない事実であると考えられた。

○次世代シークエンス技術の微生物検査応用
黒田　誠（国立感染症研究所）

　昨今の技術革新による次世代シークエンサー
（Next-Generation  Sequencer : NGS）の配列解読量
の増大は極めて著しく、現在では、$1,000の経費
でヒト個人の全ゲノム情報の取得に成功するまで
に至っている。これにより、１０万円程度の経費で
個人の遺伝的情報を包括的に理解することがで
き、部分的な遺伝情報よりもむしろ全ゲノム情報
を把握して全体像を俯瞰的に診断するほうが効果
的な時代に突入した。感染症対策の分野において
もNGSを利用した基礎・応用研究の進展はめざま
しく、数多くのアプリケーションが開発され、俯瞰
的でかつ高度な感染症診断へと応用が期待されて
いる。演者は、この高度な技術を医療現場にも普及
すべく、感染症疑いのある不明症例・バイオテロ・
新興再興感染症などアウトブレイク対策のための
迅速・網羅病原体解析法を基盤とした感染症対策
ネットワークシステムの構築に取り組んでおり、
本演題では、その概要について報告している。

　従来からの特定の病原体のみを標的とした遺伝
子・抗体検査では、感染症を疑う症例のおよそ半数
が“原因不明”となっている。NGSは大量の核酸配列
を偏見無く網羅的に解読することができ、従来の
遺伝子検査法では見逃してしまう易変異性RNAウ
イルスも“塩基配列”として確定することができる
ため、感染症疑いの不明症例には最後の検査手法
として有用である。 演者らは、これまでにNGSを
様々な不明症例（養殖ヒラメの大量死・集団食中毒
事例・脳炎症例）における病原体候補の特定に役立
ててきた。
　また、NGSを活用した病原体ゲノム分子疫学に
より、院内感染対策やグローバルな伝播の“追跡・
トレーサビリティー”に有効であることが数多く
の論文で示されている。１例を挙げると、結核菌の
市中伝播、MRSA院内感染分離株のゲノム情報を
用いて院内・市中・家族内のアウトブレイクを正確
に追跡できたとの報告がある。演者らは、webサイ
ト上にNGSによって得られた塩基配列をアップ
ロードするだけで利用できるゲノム分子疫学ツー
ルを独自に開発した。
　NGSを用いた検査法は、検体内に存在するほと
んどの遺伝子情報が得られることから“ありのま
まの塩基配列” を確定する遺伝子検査法として
様々な感染症診断において有効である。演者らは、
NGSは感染症対策の包括的なセーフティーネット
として貢献できるとの見解を示している。
　馬医療においても、感染症が疑われるものの、原
因が特定できない症例は決して少なくない。NGS
によって得られる遺伝情報は、膨大であることか
ら、効率的な活用法について今後も模索していく
必要があると考えられるが、新たな感染症診断技
術として大いに期待できる。

（丹羽秀和）

○シンポジウム１　臨床との情報共有化における
ポイント

中村竜也（神戸大学）
　このシンポジウムは薬剤感受性試験の評価と臨
床への応用という課題であった。微生物検査は感
染菌の同定と薬剤感受性試験が一般的に行われ、
それが臨床医師に伝えられ抗菌薬治療に応用され

ている。しかし、微生物検査の結果を十分に理解し
ている医師でなければ誤った治療により治癒出来
ない可能性もあり、検査技師と臨床医が情報を共
有し治療にあたる必要がある。
　薬剤感受性試験について、多くは”S（感受性）” “I

（中間）” “R（耐性）”の３種で表現されるが、これら
を決定する数値（MICブレイクポイント）は、アメ
リカのCLSI、ヨーロッパのEUCAST、日本化学療法
学会基準などに基づいている。しかし、これらの基
準はいずれも同じものではなく、その解釈には十
分な考察が必要である。また感受性と診断されて
も、投与法によっては治療効果が得られない場合
もある。微生物検査を臨床に活かすために、検査技
師と臨床医は情報を共有するとともに、この検査
結果が意味していることを理解する必要がある。
どの基準に基づき診断されたもので、その基準に
おける抗菌薬の投与法まで理解し、その患者に
あった治療法を選択しなければならない。
　本会のウマ感染症治療においても、微生物検査
は頻繁に行われ、臨床獣医師のもとに結果が帰っ
てくるが、”S”と判断された抗菌薬の中で、どの抗
菌薬のどういった投与法が有効であるかといった
ところまで検討できていない現状にあり、多くの
症例において現在まで使用歴のある抗菌薬を担当
医の経験に基づいて使用している。しかし、臨床の
現場では“S”と判断された抗菌薬を投与しても効
果が得られない症例を多く認めている。このよう
な難治性感染症を治療するためには、検査部と臨
床獣医師が感染菌と抗菌薬について情報共有を行
うとともに、抗菌薬の特性や投与法も理解し、薬剤
の選択と治療を行っていく必要がある。

○ランチョンセミナー９　薬剤感受性試験と感染
症診療　感染制御

中村　敦（名古屋市立大学）
　こちらも上記に引き続き微生物検査と臨床とい
うテーマになるが、より臨床に近い議題であった。
病原菌の特定と薬剤感受性試験は感染症治療に極
めて重要であることに間違いはないが、同検査に
は時間を要するため、臨床現場においては感染部
位や感染菌を推定した上でのEmpiric therapy（経
験的治療）が必要となる。無論、この経験的治療は

ウマ獣医療においても広く行われている（ウマ獣
医療において感染症に対し菌同定と感受性試験を
行うDefinitive therapy が行われている施設が少
ない現状にあるが）。急性疾患であれば、このエン
ピリック治療による抗菌薬選択によっては、急速
に病態が悪化することも考えられるため、原因菌
が確定できない場合にもより精度の高い治療が求
められる。
　そのようなエンピリック治療において重要なの
がアンチバイオグラムである。アンチバイオグラ
ムは各種疾病の原因菌とその感受性率をまとめた
ものであり、従来の経験的治療よりも高い精度の
初期治療が可能となってくる。このアンチバイオ
グラムから各種感染症の細菌種を認識し、効果の
高い抗菌薬を中心とした治療ガイドラインが作成
されている。この初期治療においては複数の抗菌
薬もしくは広範囲スペクトラム抗菌薬を用い可能
性のある細菌を幅広く抑制する治療を開始し、確
定診断後にde-escalation（治療薬の縮小）を行うこ
とを推奨している。
　本会においては栃木支所を中心にアンチバイオ
グラムは作成されているが、臨床現場に浸透して
いるとは言いがたく、どの感染症に対しても治療
初期に行われるエンピリック治療はほとんど同じ
である（勿論、肺炎のように今まで分離された原因
菌の分布と感受性試験の結果に基づき治療薬を選
択している疾患はあるが）。私個人の意見として、
広いスペクトラムから狭いスペクトラムへという
治療をそのままウマ医療に当てはめるのには賛同
できない。それは、抗菌薬関連下痢症という点か
ら、すべての症例に広域スペクトラム抗菌薬もし
くは複数の抗菌薬を全身投与することにはリスク
を感じるからである。しかし、一方で抗菌薬と原因
菌のミスマッチにより、感受性試験結果が判明す
る前に病態が悪化している症例も多く認められる
ことから、各種感染症に対して感染菌の分布と感
受性から効果の高い抗菌薬を中心としたガイドラ
イン作成の必要性を感じている。

○ベーシックレクチャー９　PK/PD理論に基づい
た抗菌薬適正使用

木津純子（慶應義塾大学）

　歴史的に1940年代に抗菌薬ペニシリンが開発
されて以降、新しい抗菌薬開発と耐性菌の出現を
繰り返しながら、感染症治療が行われてきた。しか
し、近年新規に開発される抗菌薬は減少し、もはや
劇的な効果をもたらす抗菌薬の登場は期待でき
ず、臨床医は既存の抗菌薬を用いて上手く治療す
ることが求められている。以前より、抗菌薬治療は
経験的もしくは感染菌の薬剤感受性試験に基づい
て抗菌薬を選択し、添付文書の用量と用法のとお
りに投与することがヒト医療においても一般的で
あった。しかし、そういった治療法では近年増加し
ているMRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）や
CRE（カルバペネム耐性腸内細菌感染症）などの多
剤耐性菌感染症などに対応できない現状にある。
　近年登場したPK/PD理論はPK(薬理学)とPD(薬
力学)の双方を検討して抗菌薬の用量や用法を考
察する理論である。PK(薬理学)においては単純な
血中濃度データだけではなく、体内での濃度推移

（吸収、分布、代謝、排泄）を検討し、PD(薬力学)にお
いては感染菌に対する抗菌活性を検討し、この2
つの結果から抗菌薬の使用法を検討し投与法を決
定していくものである。すでにヒト医療ではこの
理論に基づいた研究により抗菌薬の投与量や投与
法が変更されてきている。代表的なものとしては
ニューキノロン系抗菌薬が挙げられる。かつてヒ
トの肺炎においてレボフロキサシンは1回
100mg、1日3回投与で処方されていたが、この理
論に基づき1回投与量の増加が抗菌効果を高める
ことが示され、現在は1回500mgの1日1回投与で
処方されるようになった。このレクチャーにおい
ては理論の基礎と各種パラメーターに関する講義
が行われた。近年動物医療においても耐性菌感染
症、難治性感染症は増加してきており、このような
理論に基づく抗菌薬の投与法が必要になってくる
と考えており、検討していきたいと考えている。

（黒田泰輔）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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○当院におけるBacteroides fragilisの薬剤感受性
推移と菌血症症例の検討

小佐井康介ら (長崎大学)
　Bacteroides属の菌血症では適切な治療がなされ
ない場合、治療の失敗や死亡率の上昇に関与する
と報告されている。今回、我々は Bacteroides属の
中で重要である Bacteroides fragilis（B. fragilis）に
ついて薬剤感受性の経年的推移と菌血症症例の検
討を行い、それらの現状把握と細菌学的検査の役
割について考察を行った。 
　薬剤感受性検査は 2003 年から 2013 年までの
データを収集、解析した。菌血症症例は 2010 年か
ら2013 年までに血液培養で B. fragilisが分離され
た 13 例を対象とした。 
　B .  f r a g i l i sの  2013  年の薬剤耐性率は、
SBT/ABPC、IPM ではそれぞれ 4.5%、0.0%で経年
的に大きな変化は認めなかったが、CMZ、MEPM 
はそれぞれ 31.8%、10.9%といずれも上昇傾向で
あった。菌血症例については、性別は男性 7 例、女

性 6 例で偏りはなく、年齢については 15 歳～99 
歳まで幅があったものの、ほとんどは 50 代以上
の基礎疾患を有する患者であった。基礎疾患（重複
を含む）は、悪性腫瘍 6 例、肝胆道系疾患 4 例、消
化管疾患、糖尿病がそれぞれ 3 例、婦人科疾患 2 
例などであった。侵入門戸は、消化管（消化管手術
や術後感染を含む）、胆道、婦人科臓器、褥瘡などが
疑われたが、侵入門戸が明らかでない症例もあっ
た。7 例で血液培養から複数菌が分離され、菌種は
Escherichia coliや Streptococcus属などであった。
敗血症性ショックを合併したのは 5 例であった。
経験的治療に用いられた抗菌薬はカルバぺネム系
薬が 7 例（MEPM6 例、IPM/CS1 例）で最も多く、
次いでβラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬
の 3 例（TAZ/PIPC2 例、SBT/ABPC1 例）であった。
これらの症例では外科的処置を並行して行ったも
のも含めて効果はいずれも良好であった。一方で、
初期治療に第 2、3 世代セフェム系薬を使用した 
2 例では効果が乏しく、MEPM、TAZ/PIPC へ変更

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

が必要であった。 
　検討した菌血症症例は4 年間で 13 例と多くな
かった。しかし、複数菌感染の影響もあったと考え
られるが、そのうち 5 名で敗血症性ショックを
伴っており、正確な菌種の同定、感受性検査が重要
であると考えられた。今回の検討では、経験的にカ
ルバぺネム系薬、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニ
シリン系薬が投与された症例では治療成績は良好
であった。しかし、耐性化が進めば治療に影響する
ことも予想され、今後も薬剤感受性の動向を注視
していきたいとの報告であった。
　B. fragilisはウマ医療において、細菌性肺炎や胸
膜炎等の下気道疾患あるいは皮下や蹄内における
膿瘍の主要な偏性嫌気性菌である。ウマ医療にお
いて、菌血症の分離菌に関しては報告がごく一部
に限られるため、他の細菌を含めて不明確な点が
多いが、下気道疾患におけるBacteroides属の関与
がヒト医療以上に多いウマにおいて、B. fragilisに
よる菌血症がより多く発症している可能性がある
ため、菌血症を疑う症例については、菌分離を試み
ると共に、治療においてはB. fragilisが関与する可
能性を考慮するべきであると考える。

○フィダキソマイシンがClostridium difficileバイ
オフィルム形成に及ぼす効果

濱田将風ら (東邦大学)
　Clostridium difficile感染性腸炎 (CDI) は抗菌薬関
連腸炎の 1 つであり、腸内細菌叢の乱れが C.  
difficileの増殖・毒素産生を導くことで発症する。こ
のCDIに対する抗菌薬としてバンコマイシンやメ
トロニダゾールが従来用いられてきたが、2011 
年に欧米でフィダキソマイシンが新規抗菌薬とし
て承認された。フィダキソマイシンはマクロサイ
クリック系抗菌薬でRNAポリメラーゼ阻害活性を
示す。これまでに、その良好な抗菌活性及び毒素産
生抑制効果が報告されており、第 III 相臨床試験に
おいてCDIの治療効果および再発抑制効果が確認
されている。しかしながら、CDIの病態には依然不
明な点が多く、その病態に対するフィダキソマイ
シンの効果に関しても検討すべき点が多い。本研
究ではC. difficileの腸管内での定着・感染に影響す
ると示唆されているバイオフィルム形成に着目

し、フィダキソマイシンがC. difficileバイオフィル
ム形成に及ぼす効果について検討した。 
　PCRリボタイプ 027 のC. difficileを嫌気・37°C 
の条件下でマルチウェルプレートもしくはガラス
ベースディッシュを用いて静置培養した。増殖培
地として、BHI に L-システイン・酵母エキス・グル
コースを添加した BHIS 培地を用いた。培養開始
時にフィダキソマイシンを添加し、この添加区と
は別に、バンコマイシンの添加区を比較として設
定した。両抗菌薬の濃度は 1 μg/ml 以内とし、培
養後、クリスタルバイオレット染色法を用いて、バ
イオフィルム形成量を測定した。さらに、共焦点反
射顕微鏡法を用いて、バイオフィルム構造を観察
した。また、バイオフィルム形成時の増殖量として
培養液の濁度を測定した。 
　その結果、フィダキソマイシンは濃度依存的に
C. difficileのバイオフィルム形成を抑制した。共焦
点反射顕微鏡法を用いることで、バイオフィルム
構造の明瞭な形成不全が観察された。フィダキソ
マイシンはバイオフィルム形成時におけるC.  
difficileの増殖も抑制していた。バンコマイシン添
加条件下では、バイオフィルム形成量はC. difficile 
の増殖量に依存していた。その一方で、フィダキソ
マイシン添加条件下では、C. difficileの増殖量当た
りのバイオフィルム形成量 (バイオフィルム形成
率) が低下傾向にあった。 
　フィダキソマイシンはC. difficileに対して増殖抑
制効果だけでなくバイオフィルム形成抑制効果を
発揮する可能性が示唆された。バンコマイシンは
C. difficileの増殖に影響してバイオフィルム形成を
抑制するが、フィダキソマイシンはC. difficileの付
着などのイベントにも影響してバイオフィルム形
成を抑制することが期待されると演者らは報告し
た。
　ウマにおけるCDIの治療はメトロニダゾールの
経口投与に補液等を組み合わせて行なわれること
が多く、フィダキソマイシンはもちろん、バンコマ
イシンについてもウマにおいて比較検討されたこ
とは無いが、今後はヒト医療を参考にウマにおけ
るCDIの治療法を確立していく必要があると考え
る。また、ウマのCDIは劇症例が多く、CDIを疑った
段階で腸管内ではC. difficileの増殖、トキシン産生

およびバイオフィルムの形成が進んでいると考え
られ、フィダキソマイシンが既に形成されたバイ
オフィルムに対してどのような作用を持つのかに

ついては、今後の報告が待たれる。
（木下優太）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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○当院におけるBacteroides fragilisの薬剤感受性
推移と菌血症症例の検討

小佐井康介ら (長崎大学)
　Bacteroides属の菌血症では適切な治療がなされ
ない場合、治療の失敗や死亡率の上昇に関与する
と報告されている。今回、我々は Bacteroides属の
中で重要である Bacteroides fragilis（B. fragilis）に
ついて薬剤感受性の経年的推移と菌血症症例の検
討を行い、それらの現状把握と細菌学的検査の役
割について考察を行った。 
　薬剤感受性検査は 2003 年から 2013 年までの
データを収集、解析した。菌血症症例は 2010 年か
ら2013 年までに血液培養で B. fragilisが分離され
た 13 例を対象とした。 
　B .  f r a g i l i sの  2013  年の薬剤耐性率は、
SBT/ABPC、IPM ではそれぞれ 4.5%、0.0%で経年
的に大きな変化は認めなかったが、CMZ、MEPM 
はそれぞれ 31.8%、10.9%といずれも上昇傾向で
あった。菌血症例については、性別は男性 7 例、女

性 6 例で偏りはなく、年齢については 15 歳～99 
歳まで幅があったものの、ほとんどは 50 代以上
の基礎疾患を有する患者であった。基礎疾患（重複
を含む）は、悪性腫瘍 6 例、肝胆道系疾患 4 例、消
化管疾患、糖尿病がそれぞれ 3 例、婦人科疾患 2 
例などであった。侵入門戸は、消化管（消化管手術
や術後感染を含む）、胆道、婦人科臓器、褥瘡などが
疑われたが、侵入門戸が明らかでない症例もあっ
た。7 例で血液培養から複数菌が分離され、菌種は
Escherichia coliや Streptococcus属などであった。
敗血症性ショックを合併したのは 5 例であった。
経験的治療に用いられた抗菌薬はカルバぺネム系
薬が 7 例（MEPM6 例、IPM/CS1 例）で最も多く、
次いでβラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系薬
の 3 例（TAZ/PIPC2 例、SBT/ABPC1 例）であった。
これらの症例では外科的処置を並行して行ったも
のも含めて効果はいずれも良好であった。一方で、
初期治療に第 2、3 世代セフェム系薬を使用した 
2 例では効果が乏しく、MEPM、TAZ/PIPC へ変更

第11回乳酸研究会

　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で11回目を迎えた。前半ではサラブレッ
ドに関する演題と魚類のエネルギー代謝に関する
演題、後半は筋グリコーゲン量の増加のメカニズ
ムと筋グリコーゲン量をコントロールする意義に
ついての演題があった。

○サラブレッドはなぜ速いのか？
向井和隆（JRA競走馬総合研究所）

　競走馬に長く関わってくると、「専門家が見た
ら、どの馬が勝つか分かるんでしょう？」と優しい
言葉（？）をかけていただくことがある。しかし、

「まるで分かりません」というのが私の正直な意見
だ。ちゃんと馬を見れる人が見れば分かるのかも
しれないし、「産まれたときから、オーラがありま
した」などという名馬のエピソードにも事欠かな
い。しかし、産まれたときから走る馬が分かるので
あれば、当歳馬や１歳馬のセリで高値のついた馬
がより多くの賞金を獲得することになる。果たし
てそうだろうか？日本国内のセリで落札されたサ
ラブレッドの価格とレースでの獲得賞金の関係を
過去11世代において調べてみたところ、相関係数
は0.213であり、あまり高いとはいえない。見た目
や血統で走る馬が分かるほど、競馬は簡単ではな
いのである。では、何がサラブレッド競走馬の能力
を決めるのだろうか？
　いまだに何がサラブレッドの競走能力を決定す
るのかは完全には解明されていない。しかし、外見
ではなく中身で決まるということは言えるだろ
う。サラブレッドはヒトや他の動物に比べて、いく
つかの優れた生理学的特徴を持っており、これら
の特徴がサラブレッドの高い運動能力を支えてい
ることは間違いない。一つ目には、高い有酸素能力

が上げられる。サラブレッドのレースは1000 ～
3000 mを50数秒から3分程度で駆け抜けるもの
であり、ヒトの中距離走に相当し、レース中に必要
なエネルギーの70%以上が有酸素的に供給されて
いると考えられている。トレーニングされたサラ
ブレッドの最大酸素摂取量は180 ml/kg/minを越
え、エリート長距離選手の2倍以上の値を示す。
　この高い最大酸素摂取量をサポートする要因の
一つは、強靱な心臓である。トレーニングされたサ
ラブレッドの心臓重量は体重の1%以上あり、ヒト
の2倍に相当し、哺乳類の中では最も大きい部類
に属する。
　その一方で、心臓から送り出される赤血球は動
物の中で最も小さい部類に属する。サラブレッド
の赤血球の大きさはヒトの赤血球の約半分であ
り、逆に赤血球の数はほぼ倍にあたる。このことは
赤血球の表面積の総量が大きいことを示してい
る。表面積が大きいということは、肺胞や筋組織で
より効率的に酸素の受け渡しができることを意味
する。さらに、運動中には脾臓に蓄えてある予備の
赤血球を循環血流中に放出する。その結果、走行中
のサラブレッドのヘマトクリット値は60%を優に
越える。血液中の赤血球数が増加すれば，酸素運搬
能力が向上し、筋肉が必要とする酸素を十分に供
給できるようになる。このことから、サラブレッド
はnatural blood doperと呼ばれることがある。
　走る馬は見た目だけでは判断できないとはい
え、サラブレッドを見た人の目にまずとまるのは、
彼らの美しい筋肉だろう。多くの哺乳類の骨格筋
量は体重の40-45%程度であるが、サラブレッドの
骨格筋量は体重の55%にまでおよぶ。しかもサラ
ブレッドの脚はほとんど骨と腱と皮のみで構成さ
れており、推進力を生み出す強大な筋肉群は体幹
に付着している。こうした四肢の構造がサラブ

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

レッドのスピードを生み出している。また、サラブ
レッドの推進力を生み出す後肢の筋群には速筋が
全体の約90%を占めており、サラブレッドの秀逸
なスピードを支えている。速筋には筋グリコーゲ
ンが多く含まれており、レースやトレーニングの
際には、豊富な筋グリコーゲンを解糖系で代謝し
てエネルギーを作り出すため、血中乳酸濃度は20 
mmol/lを越える。
　このようにサラブレッドは最大酸素摂取量がヒ
トのエリート長距離選手の2倍以上ある上に、筋
肉はヒトの短距離選手よりも速筋の割合が高く、
持久力と瞬発力の両方を兼ね備えているスーパー
アスリートといえる。

○サラブレッドと乳酸代謝
北岡　祐（東京大学）

　サラブレッドでは、高強度の運動時には筋中乳
酸濃度が40 mmol/kg、血中乳酸濃度が30 mmol/l
にも達する。一方で運動後には血中乳酸濃度は速
やかに減少することから、サラブレッドは乳酸の
産生能力だけでなく、利用能力も高いと推測され
ており、実際にインターバル運動の2本目、3本目
の運動後にそれぞれの運動前に比べて血中乳酸濃
度が減少したという報告もある。
　乳酸は自由に細胞膜を通過できるわけではな
く、MCTと呼ばれるトランスポーターによって細
胞膜を通して輸送される。MCTには、速筋線維に
多く存在し乳酸の放出に関わるMCT4と、遅筋線
維に多く存在し乳酸の取り込みに関わるMCT1の
2種類があり、これらのトランスポーターを介し
た乳酸代謝の流れは、lactate shuttle（乳酸シャト
ル）として知られている。
　18週間の高強度トレーニング（90-110%VO2max
強度）を行い、トレーニングによるMCTの変化に
ついて調べた結果、高強度のトレーニングによっ
て、MCT1およびMCT4タンパク質量を増加させる
ことができることが明らかになった。高強度ト
レーニング終了後の6週間に、中強度トレーニン
グ（70%VO2max強度）を行う群と、馬房内で休養さ
せた群に分け、ディトレーニングによる変化につ
いて検討した。その結果、高強度トレーニングに
よって増加したMCT1タンパク質量は、その後6週

間の中強度トレーニングによって維持することが
できることが明らかとなった。一方で、完全に休養
した群ではトレーニング前のレベルまで減少する
ことが確認された。興味深いことに、MCT1とは異
なり、MCT4タンパク質量は、中強度トレーニング
を行っても完全に休養した群と同じように6週間
後にはトレーニング前のレベルまで減少した。
　競走馬総合研究所の運動科学研究室と東京大学
大学院の八田研とは2006年から2011年まで共同
研究を行っており、演者は共同研究の実務者であ
る。サラブレッドのレースのように乳酸濃度が非
常に高くなる条件においては、速筋線維は乳酸を
細胞外へと放出することで解糖系によるエネル
ギー産生を維持することができる。そのため、解糖
系によるエネルギー産生がパフォーマンスに大き
く貢献すると考えられる高強度運動時には、乳酸
を放出する役割をもつMCT4を増加させ、維持す
ることも重要である可能性が示唆されている。実
際に我々との共同研究でもMCT4は運動負荷テス
トのパフォーマンスとの関連性が強く、しかも高
強度トレーニングを行っていないとMCT4を増加
させることも維持させることもできないことが分
かっている。このような結果は、サラブレッドにお
いて質の高いトレーニング、つまり運動強度の高
いトレーニングを実施する意義を再確認させてく
れる。

○運動能力を高めるための筋グリコーゲンコント
ロール

塩瀬圭祐（国立スポーツ科学センター）
　グリコーゲンは生体における糖質の貯蔵体であ
り、主に骨格筋と肝臓に存在している。筋グリコー
ゲンは運動を行う際の重要なエネルギー源であ
り、また近年では筋グリコーゲンの多寡がトレー
ニング効果に影響を与えることが報告されてい
る。このような背景から、筋グリコーゲンの貯蔵量
を適切にコントロールすることは、運動能力を高
めるために重要である。
　筋グリコーゲンの減少は疲労の一要因になる
が、筋グリコーゲンの超回復やトレーニング適応
を誘発させるトリガーにもなる。そのため、レース
前やトレーニング期では、意図的に筋グリコーゲ

ンを減少させることで、結果として運動能力の向
上につながる場合がある。筋グリコーゲンを減少
させる際には長時間の中強度持久的運動が用いら
れることが多いが、80%VO2max～Maximal強度の
間欠式運動を行うことで、中強度の持久的運動に
比べ効率的に筋グリコーゲンを減少させることが
できた。
　運動後に筋グリコーゲンを十分に回復しておく
ことは、翌日に長時間のトレーニングが控えてい
る場合や連日レースがある場合は特に重要であ
る。国際オリンピック委員会の指針では、高強度の
トレーニングを行った場合、筋グリコーゲンを回
復させるために8-12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨
されている。これは海外におけるエビデンスを基
に作成されており、日本人における筋グリコーゲ
ンの回復に必要な糖質量を調査する必要がある。
そこで、長時間高強度運動により筋グリコーゲン
を著しく減少させ、その後24時間の糖質摂取量を
5, 7, 10 g/kg/dayに設定した際の筋グリコーゲン
動態を調べた。その結果、運動24時間後の筋グリ
コーゲン量は糖質摂取量が5 g/kg/dayで運動前の
84.1%、7 g/kg/dayで97.9%、10 g/kg/dayで97.9%
まで回復することが分かった。
　筋グリコーゲンを減少させた後、数日間にわた
り高糖質食を摂取することで超回復が生じ、通常
より多くの筋グリコーゲンを貯蔵することが可能
になる（グリコーゲンローディング）。筋グリコー

ゲンの増加により持久性運動能力の向上が認めら
れるため、マラソンなどの競技で実施されている。
演者らはグリコーゲンローディングにおける生理
学的変化を調査するとともに、グリコーゲンロー
ディングを成功させるための要因について検討し
た。その結果、筋グリコーゲン減少レベルと糖質摂
取量の両方が、筋グリコーゲンの超回復と関連す
る可能性を示した。
　最近筋グリコーゲンが枯渇した状態でのトレー
ニングが有酸素能力や筋力の向上に効果的である
という研究が発表されている。これらの報告は、基
本的には生体に可能な限り大きな運動刺激（負荷）
を加えることができれば、より大きい運動適応が
起こることを示唆している。しかし、あまりに大き
すぎる運動刺激は生体に過剰な障害や疲労を引き
起こしてしまうため、精神面も含めて生体の回復
とのバランスを慎重に判断する必要がある。また
マラソンとは違い、競馬ではグリコーゲンが枯渇
するような状況にはならないため、グリコーゲン
ローディングによるパフォーマンスの向上は限定
的であることが推察される。もし実施するのであ
れば、グリコーゲンを枯渇させる運動は強度が高
いだけではなく長時間におよぶため非常に過酷で
あることや、高糖質食がサラブレッドの健康に及
ぼす影響などのリスクについても考慮に入れる必
要がある。

（向井和隆）

が必要であった。 
　検討した菌血症症例は4 年間で 13 例と多くな
かった。しかし、複数菌感染の影響もあったと考え
られるが、そのうち 5 名で敗血症性ショックを
伴っており、正確な菌種の同定、感受性検査が重要
であると考えられた。今回の検討では、経験的にカ
ルバぺネム系薬、βラクタマーゼ阻害剤配合ペニ
シリン系薬が投与された症例では治療成績は良好
であった。しかし、耐性化が進めば治療に影響する
ことも予想され、今後も薬剤感受性の動向を注視
していきたいとの報告であった。
　B. fragilisはウマ医療において、細菌性肺炎や胸
膜炎等の下気道疾患あるいは皮下や蹄内における
膿瘍の主要な偏性嫌気性菌である。ウマ医療にお
いて、菌血症の分離菌に関しては報告がごく一部
に限られるため、他の細菌を含めて不明確な点が
多いが、下気道疾患におけるBacteroides属の関与
がヒト医療以上に多いウマにおいて、B. fragilisに
よる菌血症がより多く発症している可能性がある
ため、菌血症を疑う症例については、菌分離を試み
ると共に、治療においてはB. fragilisが関与する可
能性を考慮するべきであると考える。

○フィダキソマイシンがClostridium difficileバイ
オフィルム形成に及ぼす効果

濱田将風ら (東邦大学)
　Clostridium difficile感染性腸炎 (CDI) は抗菌薬関
連腸炎の 1 つであり、腸内細菌叢の乱れが C.  
difficileの増殖・毒素産生を導くことで発症する。こ
のCDIに対する抗菌薬としてバンコマイシンやメ
トロニダゾールが従来用いられてきたが、2011 
年に欧米でフィダキソマイシンが新規抗菌薬とし
て承認された。フィダキソマイシンはマクロサイ
クリック系抗菌薬でRNAポリメラーゼ阻害活性を
示す。これまでに、その良好な抗菌活性及び毒素産
生抑制効果が報告されており、第 III 相臨床試験に
おいてCDIの治療効果および再発抑制効果が確認
されている。しかしながら、CDIの病態には依然不
明な点が多く、その病態に対するフィダキソマイ
シンの効果に関しても検討すべき点が多い。本研
究ではC. difficileの腸管内での定着・感染に影響す
ると示唆されているバイオフィルム形成に着目

し、フィダキソマイシンがC. difficileバイオフィル
ム形成に及ぼす効果について検討した。 
　PCRリボタイプ 027 のC. difficileを嫌気・37°C 
の条件下でマルチウェルプレートもしくはガラス
ベースディッシュを用いて静置培養した。増殖培
地として、BHI に L-システイン・酵母エキス・グル
コースを添加した BHIS 培地を用いた。培養開始
時にフィダキソマイシンを添加し、この添加区と
は別に、バンコマイシンの添加区を比較として設
定した。両抗菌薬の濃度は 1 μg/ml 以内とし、培
養後、クリスタルバイオレット染色法を用いて、バ
イオフィルム形成量を測定した。さらに、共焦点反
射顕微鏡法を用いて、バイオフィルム構造を観察
した。また、バイオフィルム形成時の増殖量として
培養液の濁度を測定した。 
　その結果、フィダキソマイシンは濃度依存的に
C. difficileのバイオフィルム形成を抑制した。共焦
点反射顕微鏡法を用いることで、バイオフィルム
構造の明瞭な形成不全が観察された。フィダキソ
マイシンはバイオフィルム形成時におけるC.  
difficileの増殖も抑制していた。バンコマイシン添
加条件下では、バイオフィルム形成量はC. difficile 
の増殖量に依存していた。その一方で、フィダキソ
マイシン添加条件下では、C. difficileの増殖量当た
りのバイオフィルム形成量 (バイオフィルム形成
率) が低下傾向にあった。 
　フィダキソマイシンはC. difficileに対して増殖抑
制効果だけでなくバイオフィルム形成抑制効果を
発揮する可能性が示唆された。バンコマイシンは
C. difficileの増殖に影響してバイオフィルム形成を
抑制するが、フィダキソマイシンはC. difficileの付
着などのイベントにも影響してバイオフィルム形
成を抑制することが期待されると演者らは報告し
た。
　ウマにおけるCDIの治療はメトロニダゾールの
経口投与に補液等を組み合わせて行なわれること
が多く、フィダキソマイシンはもちろん、バンコマ
イシンについてもウマにおいて比較検討されたこ
とは無いが、今後はヒト医療を参考にウマにおけ
るCDIの治療法を確立していく必要があると考え
る。また、ウマのCDIは劇症例が多く、CDIを疑った
段階で腸管内ではC. difficileの増殖、トキシン産生

およびバイオフィルムの形成が進んでいると考え
られ、フィダキソマイシンが既に形成されたバイ
オフィルムに対してどのような作用を持つのかに

ついては、今後の報告が待たれる。
（木下優太）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で11回目を迎えた。前半ではサラブレッ
ドに関する演題と魚類のエネルギー代謝に関する
演題、後半は筋グリコーゲン量の増加のメカニズ
ムと筋グリコーゲン量をコントロールする意義に
ついての演題があった。

○サラブレッドはなぜ速いのか？
向井和隆（JRA競走馬総合研究所）

　競走馬に長く関わってくると、「専門家が見た
ら、どの馬が勝つか分かるんでしょう？」と優しい
言葉（？）をかけていただくことがある。しかし、

「まるで分かりません」というのが私の正直な意見
だ。ちゃんと馬を見れる人が見れば分かるのかも
しれないし、「産まれたときから、オーラがありま
した」などという名馬のエピソードにも事欠かな
い。しかし、産まれたときから走る馬が分かるので
あれば、当歳馬や１歳馬のセリで高値のついた馬
がより多くの賞金を獲得することになる。果たし
てそうだろうか？日本国内のセリで落札されたサ
ラブレッドの価格とレースでの獲得賞金の関係を
過去11世代において調べてみたところ、相関係数
は0.213であり、あまり高いとはいえない。見た目
や血統で走る馬が分かるほど、競馬は簡単ではな
いのである。では、何がサラブレッド競走馬の能力
を決めるのだろうか？
　いまだに何がサラブレッドの競走能力を決定す
るのかは完全には解明されていない。しかし、外見
ではなく中身で決まるということは言えるだろ
う。サラブレッドはヒトや他の動物に比べて、いく
つかの優れた生理学的特徴を持っており、これら
の特徴がサラブレッドの高い運動能力を支えてい
ることは間違いない。一つ目には、高い有酸素能力

が上げられる。サラブレッドのレースは1000 ～
3000 mを50数秒から3分程度で駆け抜けるもの
であり、ヒトの中距離走に相当し、レース中に必要
なエネルギーの70%以上が有酸素的に供給されて
いると考えられている。トレーニングされたサラ
ブレッドの最大酸素摂取量は180 ml/kg/minを越
え、エリート長距離選手の2倍以上の値を示す。
　この高い最大酸素摂取量をサポートする要因の
一つは、強靱な心臓である。トレーニングされたサ
ラブレッドの心臓重量は体重の1%以上あり、ヒト
の2倍に相当し、哺乳類の中では最も大きい部類
に属する。
　その一方で、心臓から送り出される赤血球は動
物の中で最も小さい部類に属する。サラブレッド
の赤血球の大きさはヒトの赤血球の約半分であ
り、逆に赤血球の数はほぼ倍にあたる。このことは
赤血球の表面積の総量が大きいことを示してい
る。表面積が大きいということは、肺胞や筋組織で
より効率的に酸素の受け渡しができることを意味
する。さらに、運動中には脾臓に蓄えてある予備の
赤血球を循環血流中に放出する。その結果、走行中
のサラブレッドのヘマトクリット値は60%を優に
越える。血液中の赤血球数が増加すれば，酸素運搬
能力が向上し、筋肉が必要とする酸素を十分に供
給できるようになる。このことから、サラブレッド
はnatural blood doperと呼ばれることがある。
　走る馬は見た目だけでは判断できないとはい
え、サラブレッドを見た人の目にまずとまるのは、
彼らの美しい筋肉だろう。多くの哺乳類の骨格筋
量は体重の40-45%程度であるが、サラブレッドの
骨格筋量は体重の55%にまでおよぶ。しかもサラ
ブレッドの脚はほとんど骨と腱と皮のみで構成さ
れており、推進力を生み出す強大な筋肉群は体幹
に付着している。こうした四肢の構造がサラブ

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

レッドのスピードを生み出している。また、サラブ
レッドの推進力を生み出す後肢の筋群には速筋が
全体の約90%を占めており、サラブレッドの秀逸
なスピードを支えている。速筋には筋グリコーゲ
ンが多く含まれており、レースやトレーニングの
際には、豊富な筋グリコーゲンを解糖系で代謝し
てエネルギーを作り出すため、血中乳酸濃度は20 
mmol/lを越える。
　このようにサラブレッドは最大酸素摂取量がヒ
トのエリート長距離選手の2倍以上ある上に、筋
肉はヒトの短距離選手よりも速筋の割合が高く、
持久力と瞬発力の両方を兼ね備えているスーパー
アスリートといえる。

○サラブレッドと乳酸代謝
北岡　祐（東京大学）

　サラブレッドでは、高強度の運動時には筋中乳
酸濃度が40 mmol/kg、血中乳酸濃度が30 mmol/l
にも達する。一方で運動後には血中乳酸濃度は速
やかに減少することから、サラブレッドは乳酸の
産生能力だけでなく、利用能力も高いと推測され
ており、実際にインターバル運動の2本目、3本目
の運動後にそれぞれの運動前に比べて血中乳酸濃
度が減少したという報告もある。
　乳酸は自由に細胞膜を通過できるわけではな
く、MCTと呼ばれるトランスポーターによって細
胞膜を通して輸送される。MCTには、速筋線維に
多く存在し乳酸の放出に関わるMCT4と、遅筋線
維に多く存在し乳酸の取り込みに関わるMCT1の
2種類があり、これらのトランスポーターを介し
た乳酸代謝の流れは、lactate shuttle（乳酸シャト
ル）として知られている。
　18週間の高強度トレーニング（90-110%VO2max
強度）を行い、トレーニングによるMCTの変化に
ついて調べた結果、高強度のトレーニングによっ
て、MCT1およびMCT4タンパク質量を増加させる
ことができることが明らかになった。高強度ト
レーニング終了後の6週間に、中強度トレーニン
グ（70%VO2max強度）を行う群と、馬房内で休養さ
せた群に分け、ディトレーニングによる変化につ
いて検討した。その結果、高強度トレーニングに
よって増加したMCT1タンパク質量は、その後6週

間の中強度トレーニングによって維持することが
できることが明らかとなった。一方で、完全に休養
した群ではトレーニング前のレベルまで減少する
ことが確認された。興味深いことに、MCT1とは異
なり、MCT4タンパク質量は、中強度トレーニング
を行っても完全に休養した群と同じように6週間
後にはトレーニング前のレベルまで減少した。
　競走馬総合研究所の運動科学研究室と東京大学
大学院の八田研とは2006年から2011年まで共同
研究を行っており、演者は共同研究の実務者であ
る。サラブレッドのレースのように乳酸濃度が非
常に高くなる条件においては、速筋線維は乳酸を
細胞外へと放出することで解糖系によるエネル
ギー産生を維持することができる。そのため、解糖
系によるエネルギー産生がパフォーマンスに大き
く貢献すると考えられる高強度運動時には、乳酸
を放出する役割をもつMCT4を増加させ、維持す
ることも重要である可能性が示唆されている。実
際に我々との共同研究でもMCT4は運動負荷テス
トのパフォーマンスとの関連性が強く、しかも高
強度トレーニングを行っていないとMCT4を増加
させることも維持させることもできないことが分
かっている。このような結果は、サラブレッドにお
いて質の高いトレーニング、つまり運動強度の高
いトレーニングを実施する意義を再確認させてく
れる。

○運動能力を高めるための筋グリコーゲンコント
ロール

塩瀬圭祐（国立スポーツ科学センター）
　グリコーゲンは生体における糖質の貯蔵体であ
り、主に骨格筋と肝臓に存在している。筋グリコー
ゲンは運動を行う際の重要なエネルギー源であ
り、また近年では筋グリコーゲンの多寡がトレー
ニング効果に影響を与えることが報告されてい
る。このような背景から、筋グリコーゲンの貯蔵量
を適切にコントロールすることは、運動能力を高
めるために重要である。
　筋グリコーゲンの減少は疲労の一要因になる
が、筋グリコーゲンの超回復やトレーニング適応
を誘発させるトリガーにもなる。そのため、レース
前やトレーニング期では、意図的に筋グリコーゲ

ンを減少させることで、結果として運動能力の向
上につながる場合がある。筋グリコーゲンを減少
させる際には長時間の中強度持久的運動が用いら
れることが多いが、80%VO2max～Maximal強度の
間欠式運動を行うことで、中強度の持久的運動に
比べ効率的に筋グリコーゲンを減少させることが
できた。
　運動後に筋グリコーゲンを十分に回復しておく
ことは、翌日に長時間のトレーニングが控えてい
る場合や連日レースがある場合は特に重要であ
る。国際オリンピック委員会の指針では、高強度の
トレーニングを行った場合、筋グリコーゲンを回
復させるために8-12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨
されている。これは海外におけるエビデンスを基
に作成されており、日本人における筋グリコーゲ
ンの回復に必要な糖質量を調査する必要がある。
そこで、長時間高強度運動により筋グリコーゲン
を著しく減少させ、その後24時間の糖質摂取量を
5, 7, 10 g/kg/dayに設定した際の筋グリコーゲン
動態を調べた。その結果、運動24時間後の筋グリ
コーゲン量は糖質摂取量が5 g/kg/dayで運動前の
84.1%、7 g/kg/dayで97.9%、10 g/kg/dayで97.9%
まで回復することが分かった。
　筋グリコーゲンを減少させた後、数日間にわた
り高糖質食を摂取することで超回復が生じ、通常
より多くの筋グリコーゲンを貯蔵することが可能
になる（グリコーゲンローディング）。筋グリコー

ゲンの増加により持久性運動能力の向上が認めら
れるため、マラソンなどの競技で実施されている。
演者らはグリコーゲンローディングにおける生理
学的変化を調査するとともに、グリコーゲンロー
ディングを成功させるための要因について検討し
た。その結果、筋グリコーゲン減少レベルと糖質摂
取量の両方が、筋グリコーゲンの超回復と関連す
る可能性を示した。
　最近筋グリコーゲンが枯渇した状態でのトレー
ニングが有酸素能力や筋力の向上に効果的である
という研究が発表されている。これらの報告は、基
本的には生体に可能な限り大きな運動刺激（負荷）
を加えることができれば、より大きい運動適応が
起こることを示唆している。しかし、あまりに大き
すぎる運動刺激は生体に過剰な障害や疲労を引き
起こしてしまうため、精神面も含めて生体の回復
とのバランスを慎重に判断する必要がある。また
マラソンとは違い、競馬ではグリコーゲンが枯渇
するような状況にはならないため、グリコーゲン
ローディングによるパフォーマンスの向上は限定
的であることが推察される。もし実施するのであ
れば、グリコーゲンを枯渇させる運動は強度が高
いだけではなく長時間におよぶため非常に過酷で
あることや、高糖質食がサラブレッドの健康に及
ぼす影響などのリスクについても考慮に入れる必
要がある。

（向井和隆）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で11回目を迎えた。前半ではサラブレッ
ドに関する演題と魚類のエネルギー代謝に関する
演題、後半は筋グリコーゲン量の増加のメカニズ
ムと筋グリコーゲン量をコントロールする意義に
ついての演題があった。

○サラブレッドはなぜ速いのか？
向井和隆（JRA競走馬総合研究所）

　競走馬に長く関わってくると、「専門家が見た
ら、どの馬が勝つか分かるんでしょう？」と優しい
言葉（？）をかけていただくことがある。しかし、

「まるで分かりません」というのが私の正直な意見
だ。ちゃんと馬を見れる人が見れば分かるのかも
しれないし、「産まれたときから、オーラがありま
した」などという名馬のエピソードにも事欠かな
い。しかし、産まれたときから走る馬が分かるので
あれば、当歳馬や１歳馬のセリで高値のついた馬
がより多くの賞金を獲得することになる。果たし
てそうだろうか？日本国内のセリで落札されたサ
ラブレッドの価格とレースでの獲得賞金の関係を
過去11世代において調べてみたところ、相関係数
は0.213であり、あまり高いとはいえない。見た目
や血統で走る馬が分かるほど、競馬は簡単ではな
いのである。では、何がサラブレッド競走馬の能力
を決めるのだろうか？
　いまだに何がサラブレッドの競走能力を決定す
るのかは完全には解明されていない。しかし、外見
ではなく中身で決まるということは言えるだろ
う。サラブレッドはヒトや他の動物に比べて、いく
つかの優れた生理学的特徴を持っており、これら
の特徴がサラブレッドの高い運動能力を支えてい
ることは間違いない。一つ目には、高い有酸素能力

が上げられる。サラブレッドのレースは1000 ～
3000 mを50数秒から3分程度で駆け抜けるもの
であり、ヒトの中距離走に相当し、レース中に必要
なエネルギーの70%以上が有酸素的に供給されて
いると考えられている。トレーニングされたサラ
ブレッドの最大酸素摂取量は180 ml/kg/minを越
え、エリート長距離選手の2倍以上の値を示す。
　この高い最大酸素摂取量をサポートする要因の
一つは、強靱な心臓である。トレーニングされたサ
ラブレッドの心臓重量は体重の1%以上あり、ヒト
の2倍に相当し、哺乳類の中では最も大きい部類
に属する。
　その一方で、心臓から送り出される赤血球は動
物の中で最も小さい部類に属する。サラブレッド
の赤血球の大きさはヒトの赤血球の約半分であ
り、逆に赤血球の数はほぼ倍にあたる。このことは
赤血球の表面積の総量が大きいことを示してい
る。表面積が大きいということは、肺胞や筋組織で
より効率的に酸素の受け渡しができることを意味
する。さらに、運動中には脾臓に蓄えてある予備の
赤血球を循環血流中に放出する。その結果、走行中
のサラブレッドのヘマトクリット値は60%を優に
越える。血液中の赤血球数が増加すれば，酸素運搬
能力が向上し、筋肉が必要とする酸素を十分に供
給できるようになる。このことから、サラブレッド
はnatural blood doperと呼ばれることがある。
　走る馬は見た目だけでは判断できないとはい
え、サラブレッドを見た人の目にまずとまるのは、
彼らの美しい筋肉だろう。多くの哺乳類の骨格筋
量は体重の40-45%程度であるが、サラブレッドの
骨格筋量は体重の55%にまでおよぶ。しかもサラ
ブレッドの脚はほとんど骨と腱と皮のみで構成さ
れており、推進力を生み出す強大な筋肉群は体幹
に付着している。こうした四肢の構造がサラブ

第200回つくば病理談話会

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）

レッドのスピードを生み出している。また、サラブ
レッドの推進力を生み出す後肢の筋群には速筋が
全体の約90%を占めており、サラブレッドの秀逸
なスピードを支えている。速筋には筋グリコーゲ
ンが多く含まれており、レースやトレーニングの
際には、豊富な筋グリコーゲンを解糖系で代謝し
てエネルギーを作り出すため、血中乳酸濃度は20 
mmol/lを越える。
　このようにサラブレッドは最大酸素摂取量がヒ
トのエリート長距離選手の2倍以上ある上に、筋
肉はヒトの短距離選手よりも速筋の割合が高く、
持久力と瞬発力の両方を兼ね備えているスーパー
アスリートといえる。

○サラブレッドと乳酸代謝
北岡　祐（東京大学）

　サラブレッドでは、高強度の運動時には筋中乳
酸濃度が40 mmol/kg、血中乳酸濃度が30 mmol/l
にも達する。一方で運動後には血中乳酸濃度は速
やかに減少することから、サラブレッドは乳酸の
産生能力だけでなく、利用能力も高いと推測され
ており、実際にインターバル運動の2本目、3本目
の運動後にそれぞれの運動前に比べて血中乳酸濃
度が減少したという報告もある。
　乳酸は自由に細胞膜を通過できるわけではな
く、MCTと呼ばれるトランスポーターによって細
胞膜を通して輸送される。MCTには、速筋線維に
多く存在し乳酸の放出に関わるMCT4と、遅筋線
維に多く存在し乳酸の取り込みに関わるMCT1の
2種類があり、これらのトランスポーターを介し
た乳酸代謝の流れは、lactate shuttle（乳酸シャト
ル）として知られている。
　18週間の高強度トレーニング（90-110%VO2max
強度）を行い、トレーニングによるMCTの変化に
ついて調べた結果、高強度のトレーニングによっ
て、MCT1およびMCT4タンパク質量を増加させる
ことができることが明らかになった。高強度ト
レーニング終了後の6週間に、中強度トレーニン
グ（70%VO2max強度）を行う群と、馬房内で休養さ
せた群に分け、ディトレーニングによる変化につ
いて検討した。その結果、高強度トレーニングに
よって増加したMCT1タンパク質量は、その後6週

間の中強度トレーニングによって維持することが
できることが明らかとなった。一方で、完全に休養
した群ではトレーニング前のレベルまで減少する
ことが確認された。興味深いことに、MCT1とは異
なり、MCT4タンパク質量は、中強度トレーニング
を行っても完全に休養した群と同じように6週間
後にはトレーニング前のレベルまで減少した。
　競走馬総合研究所の運動科学研究室と東京大学
大学院の八田研とは2006年から2011年まで共同
研究を行っており、演者は共同研究の実務者であ
る。サラブレッドのレースのように乳酸濃度が非
常に高くなる条件においては、速筋線維は乳酸を
細胞外へと放出することで解糖系によるエネル
ギー産生を維持することができる。そのため、解糖
系によるエネルギー産生がパフォーマンスに大き
く貢献すると考えられる高強度運動時には、乳酸
を放出する役割をもつMCT4を増加させ、維持す
ることも重要である可能性が示唆されている。実
際に我々との共同研究でもMCT4は運動負荷テス
トのパフォーマンスとの関連性が強く、しかも高
強度トレーニングを行っていないとMCT4を増加
させることも維持させることもできないことが分
かっている。このような結果は、サラブレッドにお
いて質の高いトレーニング、つまり運動強度の高
いトレーニングを実施する意義を再確認させてく
れる。

○運動能力を高めるための筋グリコーゲンコント
ロール

塩瀬圭祐（国立スポーツ科学センター）
　グリコーゲンは生体における糖質の貯蔵体であ
り、主に骨格筋と肝臓に存在している。筋グリコー
ゲンは運動を行う際の重要なエネルギー源であ
り、また近年では筋グリコーゲンの多寡がトレー
ニング効果に影響を与えることが報告されてい
る。このような背景から、筋グリコーゲンの貯蔵量
を適切にコントロールすることは、運動能力を高
めるために重要である。
　筋グリコーゲンの減少は疲労の一要因になる
が、筋グリコーゲンの超回復やトレーニング適応
を誘発させるトリガーにもなる。そのため、レース
前やトレーニング期では、意図的に筋グリコーゲ

ンを減少させることで、結果として運動能力の向
上につながる場合がある。筋グリコーゲンを減少
させる際には長時間の中強度持久的運動が用いら
れることが多いが、80%VO2max～Maximal強度の
間欠式運動を行うことで、中強度の持久的運動に
比べ効率的に筋グリコーゲンを減少させることが
できた。
　運動後に筋グリコーゲンを十分に回復しておく
ことは、翌日に長時間のトレーニングが控えてい
る場合や連日レースがある場合は特に重要であ
る。国際オリンピック委員会の指針では、高強度の
トレーニングを行った場合、筋グリコーゲンを回
復させるために8-12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨
されている。これは海外におけるエビデンスを基
に作成されており、日本人における筋グリコーゲ
ンの回復に必要な糖質量を調査する必要がある。
そこで、長時間高強度運動により筋グリコーゲン
を著しく減少させ、その後24時間の糖質摂取量を
5, 7, 10 g/kg/dayに設定した際の筋グリコーゲン
動態を調べた。その結果、運動24時間後の筋グリ
コーゲン量は糖質摂取量が5 g/kg/dayで運動前の
84.1%、7 g/kg/dayで97.9%、10 g/kg/dayで97.9%
まで回復することが分かった。
　筋グリコーゲンを減少させた後、数日間にわた
り高糖質食を摂取することで超回復が生じ、通常
より多くの筋グリコーゲンを貯蔵することが可能
になる（グリコーゲンローディング）。筋グリコー

ゲンの増加により持久性運動能力の向上が認めら
れるため、マラソンなどの競技で実施されている。
演者らはグリコーゲンローディングにおける生理
学的変化を調査するとともに、グリコーゲンロー
ディングを成功させるための要因について検討し
た。その結果、筋グリコーゲン減少レベルと糖質摂
取量の両方が、筋グリコーゲンの超回復と関連す
る可能性を示した。
　最近筋グリコーゲンが枯渇した状態でのトレー
ニングが有酸素能力や筋力の向上に効果的である
という研究が発表されている。これらの報告は、基
本的には生体に可能な限り大きな運動刺激（負荷）
を加えることができれば、より大きい運動適応が
起こることを示唆している。しかし、あまりに大き
すぎる運動刺激は生体に過剰な障害や疲労を引き
起こしてしまうため、精神面も含めて生体の回復
とのバランスを慎重に判断する必要がある。また
マラソンとは違い、競馬ではグリコーゲンが枯渇
するような状況にはならないため、グリコーゲン
ローディングによるパフォーマンスの向上は限定
的であることが推察される。もし実施するのであ
れば、グリコーゲンを枯渇させる運動は強度が高
いだけではなく長時間におよぶため非常に過酷で
あることや、高糖質食がサラブレッドの健康に及
ぼす影響などのリスクについても考慮に入れる必
要がある。

（向井和隆）

　2014年12月5～6日の2日間、第4回家畜感染症
学会学術集会が福岡県福岡市にある都久志会館に
て開催された。本学会は、ウシを対象とする臨床獣
医師、研究者および一般企業が多く参加するのが
特徴である。昨年の本学会で最優秀学術賞をいた
だき、その発表内容について受賞講演をするため
に今回の学会に参加した。以下に私が発表した内
容および興味深かった内容について記載する。

○ウマロタウイルスに対する各種消毒薬の消毒効
果の検討

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）
　ウマロタウイルス（EqRV）は、子馬に急性下痢症
を引き起こす。EqRVの伝播力は強く、適切な防疫
措置を実施しない場合、牧場中の子馬に次々と感
染が拡大する。しかし畜産用に様々な種類の消毒
薬が市販されているものの、EqRVに対する消毒効
果を検討した研究はほとんどない。そこで本研究
では、EqRVの対する市販消毒薬の消毒効果を検討
した。
　消毒薬は、塩素系2種（クレンテ、ビルコンS）、ヨ
ウ素系1種（クリンナップA）、アルデヒド系1種（ヘ
ルミン25）、両性せっけん1種（キーエリア）、およ
び逆性せっけん3種（ベタセプト、クリアキル
-100、パコマL）の計8種類を用いた。消毒薬は、
メーカーが畜舎消毒用に推奨する最も濃い濃度か
ら2倍階段希釈した。ウイルス液、PBSまたは牛胎
児血清（FBS）、消毒薬を1：1：2の割合で反応液を作
製した。FBSは有機物による消毒効果の変化を検

討するために用いた。反応液は室温（23-24℃）ま
たは氷温（1-2℃）で30秒または10分間反応させた
後、培地で100倍希釈して反応を停止させた。消毒
薬を含まない対照と比較してウイルス力価が100
分の1以下に低下した場合、消毒効果ありと判定
した。
　クレンテおよびクリンナップAはFBSの混入に
より効果が減弱するものの、全ての条件において
推奨濃度内で効果があった。ビルコンSはFBSを含
まない場合、全条件で効果があったが、FBSの混入
により効果がなくなった。室温10分の条件では、
ヘルミン25はFBSが混入した場合も効果があっ
た。ベタセプトは、氷温30秒以外のFBSを含まない
条件で効果があった。クリアキル-100は、室温10
分間でFBSを含まない条件でのみ効果があった。
キーエリア、パコマLは、全ての条件で効果がな
かった。以上の結果より、EqRVに対して効果のあ
る消毒薬は限られること、そしてそれらの消毒薬
は有機物や反応温度・時間に影響を受けることが
明らかとなった。各消毒薬の特性を理解して使用
することが重要である。
　発表後、今回使用した製品以外の消毒薬につい
てウマロタウイルスに対して効果があるかという
質問をいくつかいただいたが、実際に実験をして
いないのでわからないと回答した。

○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　学ら（JRA競走馬総合研究所栃木支所）

　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。
　2012年流行時に採取したECoV陽性下痢便
100g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、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。
　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、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
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。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、
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。
　発表後、流行時の臨床症状の発症率および呼吸
器感染の可能性について質問をいただいた。前者
については、一度の流行で在厩頭数の2～3割が発
症しており、ECoVは伝染力が強いと考えていると
回答した。後者については、今回鼻腔からウイルス

遺伝子が検出されたこと、および遺伝的に近縁な
ウシコロナウイルスでは呼吸器感染および呼吸器
疾患を引き起こすため、ECoVでもその可能性はあ
るが、現段階ではわからないと回答した。

○母子免疫によるPED（豚流行性下痢）の被害軽減
対策

辻　厚史（宮崎県農業共済組合連合会）
　豚流行性下痢（PED）は、2週齢以下の哺乳子豚の
致死率が極めて高いコロナウイルスによる嘔吐下
痢症である。一方、母豚が感染した場合、症状は軽
度である。哺乳子豚が感染すると対症療法の効果
は低く、ワクチンの効果も十分ではない。そこで、
演者らは母子免疫を利用した被害軽減対策を母豚
300頭を飼養する養豚場で実施した。
　本農場では10年以上PEDワクチンを接種してい
たものの、多くの子豚が死亡した。そこで妊娠母豚
に対し、野外ウイルスによる免疫付与（馴致）を実
施した。すなわち、分娩直前を除く妊娠後期の母豚
に対し、ウイルスを排出している母豚との同居お
よび接触により意図的に感染を促した。その結果、
5日以内には95%以上の母豚が食欲不振となり、妊
娠母豚への感染が広がったと推察された。なお、嘔
吐および下痢の発症率は10％程度で、4～7日で母
豚の症状は回復した。
　本農場では毎週約170頭の子豚が生まれるが、
初発から第1週は228頭、第2週は128頭、第3週は
173頭死亡し、初発から3週の間に生まれた子豚は
ほぼ全滅した。しかし、妊娠中に馴致により免疫が
付与されたと思われる母豚が分娩を開始した第4
週は37頭、第5週は13頭の死亡となった。死亡頭数
が激減し、約1ヶ月で流行は終息した。
　流行が広がり結果的に「馴致」されている、とい
うことはあるかもしれないが、意図的に感染を広
げるという今回の発表には衝撃を受けた。話を伺
うと、PED対策のひとつとしてアメリカでは定着
している方法であり、感染子豚の糞便や腸管ミン
チを母豚に投与するとのことであった。今回は感
染子豚の糞便や腸管ミンチは投与しておらず、母
豚同士の接触によって穏やかに感染させたとのこ
とであった。しかし、容易に想像できるように馴致
には危険が伴うため反対意見も多い。馴致は積極

的に実施する方法ではなく、最終手段として用い
る方法であると感じた。
　なお、本発表はフロアからの投票および事務局

での審査が行われた結果、最優秀学術賞を受賞し
た。

（根本　学）
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第14回日本再生医療学会総会

　第14回日本再生医療学会総会は、「究極の再生
医療」をテーマに神奈川県のパシフィコ横浜で平
成23年3月19日から21日まで開催された。本学会
は再生医療に関する基礎研究のみならず臨床応
用、産業応用およびELSI(倫理的・法的・社会的問題)
に対する課題を網羅的に取り扱っており、日本に

おける再生医療分野に関する学術集会として最大
規模である。以下にその概要を報告する。

○滑膜から間葉系幹細胞を分離する至適条件の検討
杉田憲彦ら(大阪大学)

　人では大きな疼痛を伴う変形性関節症に対して

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

損傷を受けた軟骨の再生治療法の臨床応用が期待
されている。近年では、軟骨再生に用いる幹細胞と
しては骨髄由来間葉系幹細胞よりも滑膜由来間葉
系幹細胞が有用であることが報告されてきた。人
では関節鏡検査による病態診断時に滑膜組織を採
取して、本手術時に増殖培養した幹細胞を移植す
る。患者の苦痛を早期に取り除く意味において、初
回検査から手術までの期間は短い方が望ましいよ
うに思われる。著者らは、臨床で想定される培養期
間（3週間）で滑膜から最大限の間葉系幹細胞を得
るための分離・培養方法について検討した。
　著者らの注目していた点はヒト滑膜組織をコラ
ゲナーゼ処理後のフィルター濾過処理であった。
実験方法の概要は、以下のとおりである。従来どお
りフィルター濾過し浮遊組織を除去した群（フィ
ルター群）、フィルター濾過せず浮遊組織を除去し
た沈渣群、組織未除去群の3群を設定した。フィル
ター群の細胞数を数え低密度（1000cells/cm2）と
高密度（5000cells/cm2）の2種の条件で播種した。
他の2群の懸濁液については滑膜重量あたりの播
種dish数がフィルター群と同一となるよう播種し
た。初回継代以降は各群1000cells/cm2もしくは
5000cells/cm2の2条件で播種し、3週間の培養で
得られる細胞が最大となる条件を検討した。
　結果は、3週間培養後に各群で得られた細胞数
の最大値はフィルター群で4.4±1.3x107個、沈渣
群で8.0±2.4x107個、組織未除去群で11.2±3.6x107

個で、組織未除去群ではフィルター群の約2.5倍の
細胞が得られたと報告していた。また、いずれの方
法で得られた滑膜由来幹細胞も骨、軟骨、脂肪へ同
等の分化能があることを確認しており、細胞の質
には相違がないことも証明した。本研究から過去
の報告に多く記載のある滑膜組織のコラゲナーゼ
処理後のフィルター濾過がその後の培養で得られ
る幹細胞の総数を有意に減少させることが明らか
となり、滑膜からの細胞分離時にフィルター濾過
の必要性を否定した。

○フリーズドライPlatelet-Rich Plasmaによる創
傷治癒促進効果の検討

小倉常敬ら(関西医科大学)
　血液から調製される多血小板血漿（Platelet-rich 

plasma：PRP）は、血小板α顆粒中の各種増殖因子
を多量に含有し、創傷治癒促進効果を持つことが
報告されている。私たちも競走馬臨床にPRPを応
用できるように、Double Spin法で馬の血小板が最
も濃縮する遠心条件を検討し、また、皮膚および筋
肉の切開創モデルを用いてPRPによって肉芽組織
形成が促進されることを報告してきた。このよう
に獣医診療にも有用なPRPであるが、治療効果を
増強するには血小板の濃縮することよりも、可能
であれば血小板から放出された各種成長因子を濃
縮することが望ましい。そこで著者らは成長因子
の長期保存ならびに濃縮法についてフリーズドラ
イ技術を応用することを思いついたようだ。本研
究では、初めに、長期保存したPRPが有する増殖因
子の活性が低下しないことを検証した。また、フ
リーズドライ技術を応用して濃縮PRPを作製し、
それの創傷治癒促進効果を報告した。
　実験には健常人血よりDouble Spin法にて調整
したPRPをフリーズドライし、室温デシケーター
内で1ヶ月間保存したものを使用した。フリーズ
ドライPRP（以下FD-PRP）を蒸留水で溶解し、フ
リーズドライ前の1倍、3倍、5倍に濃縮した
FD-PRP溶液を作成し、これらのFD-PRP溶液中の
増殖因子量（PDGF-AB、PDGF-BB、VEGF、TGF-β1）
の測定を行った。また調整したFD-PRPをコラーゲ
ンゼラチンスポンジ（以下CGS）に含浸して、マウ
スに作成した皮膚全層欠損に貼付して治癒過程を
比較した。
　結果はFD-PRPはフリーズドライ前のPRPと同
量の増殖因子量を保持しており、また、濃縮比率に
準じた増殖因子量を確認した。動物実験では、貼付
6日目の創面積縮小率は、非含浸群：77.1%に対し、
1倍濃縮群：68.6%、3倍濃縮群：54.5%、5倍濃縮群：
74. 4%であり、3倍濃縮群で有意な創面積の縮小
を認めたと報告した。
　何故、5倍濃縮群で最大の効果が得られなかっ
たのか不明であるが、過剰な成長因子の暴露が正
常な組織治癒を逆に阻害作用をすることを示唆し
ているのかもしれない。本研究から、フリーズドラ
イ法の併用で、PRPは含有増殖因子の長期保存お
よび濃縮が可能であることが明らかとなった。馬
への応用を検討していきたい。

（笠嶋快周）

○滑膜幹細胞による変性半月板の温存
関矢一郎ら（東京医科歯科大学）

　演者らのグループは、以前から関節軟骨疾患に
対して滑膜由来の間葉系幹細胞(滑膜幹細胞)を用
いた研究を実施してきた。これまでに滑膜幹細胞
が自己血清で効率よく増殖することや軟骨分化能
が高いこと、未分化な状態で軟骨欠損部に移植す
ると軟骨細胞に直接分化することを報告してき
た。また、滑膜幹細胞の細胞浮遊液を軟骨欠損部に
10 分間静置するだけで、60％の細胞が接着し荷
重面の軟骨欠損を再生させることをブタで示した
後、滑膜幹細胞による軟骨再生のヒト臨床研究を
開始し、多数の症例で軟骨欠損部の再生および症
状の改善を報告している。
　今回は、半月板に対する滑膜幹細胞を用いた研
究報告であった。演者らは、モデル動物(半月板を
切除したラット、ウサギ、ブタ)の半月板損傷部に
滑膜幹細胞を移植するとその損傷部の再生が促進
されること、およびその作用機序を組織学的、免疫
組織学的、幹細胞に標識を付与して可視化するイ
メージング技術によって検討し、結果を示した。さ
らに演者らは、本治療法が既にヒト臨床研究のス
テージにあり、良好な成績が得られていることを
報告した。
　半月板の消失や機能不全(手術による除去を含
む)は、変形性膝関節症の原因となるため、可能で
あれば損傷した半月板を縫合して温存するほうが
良いと考えられているが、再断裂のリスクが高い
ため、積極的な縫合術が実施されていないとのこ
とであった。演者らは関節軟骨および半月板への
幹細胞療法が普及することによって、高齢者の関
節疾患による運動機能低下が防止できることを目
標としている。
　半月板は膝関節内にある三日月形の線維軟骨で
衝撃吸収機能を備えている。半月板は血行が辺縁
側の30%に限られており、細胞の密度が低く、荷重
によるストレスにさらされるため、損傷すると自
然治癒しにくいとのことである。乏しい血行分布、
低細胞密度および衝撃吸収に伴う荷重ストレスが
あるために自然治癒しにくい点は、腱組織と共通

する内容であるため、半月板で得られた知見を腱
組織に応用できる可能性は高い。今後もさらなる
研究の進展に期待したい。

○ステロイド大量療法後に滑膜間葉系幹細胞の機
能低下を認めた1例

安井行彦ら（大阪大学）
　演者らのグループは滑膜幹細胞と細胞自身が産
生したコラーゲンによって構成される三次元人工
組織（TEC；Tissue Engineered Construct）を開発
し、自家TECの軟骨修復への有効性と安全性評価
の目的でヒト幹細胞臨床研究を実施している。今
回、その臨床研究に参加した患者一名において、採
取した幹細胞から自家TECが正常に作成できな
かった事例について報告した。
　当該患者は、滑膜採取前に顔面神経麻痺を発症
したためステロイド大量療法を行っていた。滑膜
採取予定日はステロイド投与終了後3 週間経過し
ていたため、予定どおり滑膜を採取した(1st滑膜
幹細胞)。その滑膜幹細胞の増殖率、表面抗原は他
の患者の滑膜幹細胞と同様であったため、アスコ
ルビン酸を添加してTECの作製を試みたが、三次
元構造を伴う組織が作製されず、結果として移植
を断念した。
　この滑膜幹細胞から自家TECが作製できなかっ
た原因を調べるために、細胞生存率・DNA 量・細胞
数を再検討した結果、それらの項目では基準を満
たしていたが、コラ－ゲン産生が低下しているこ
とが示唆された。その後、移植術の代わりに骨髄刺
激法を行った際(ステロイド投与終了7週後)に滑
膜を再採取し(2nd滑膜幹細胞)、TECの作製を試み
たところ、通常どおり作製することが可能であっ
た。
　そこで、コラーゲン含有量の指標となるヒドロ
キシプロリンを比較したところ、1st滑膜幹細胞は
2nd滑膜幹細胞よりも98.7% 低い値であった。ま
た、軟骨・骨分化能も1st滑膜幹細胞は2nd滑膜幹
細胞よりも低下していた。さらに、2nd滑膜幹細胞
の培養培地に過剰量のステロイドを添加した後、
TECを作製したところ濃度依存的にヒドロキシプ
ロリンの産生が低下することを認めた。以上の結
果からステロイド投与終了3 週間後であっても、

滑膜幹細胞にはステロイドの影響が残っており、
その機能を低下させたと考えられた。
　演者らによると、ステロイドを大量投与しても
3週間後には、既に代謝され、その効果がなくなっ
ていると考えることが一般的であるそうだが、結

果として、滑膜幹細胞に影響が残っていた。ステロ
イドの種類や投与量にもよるが、幹細胞ソースと
なる組織の採取時期については、薬物投与歴を考
慮する必要があると考えられた。

(田村周久)

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　第14回日本再生医療学会総会は、「究極の再生
医療」をテーマに神奈川県のパシフィコ横浜で平
成23年3月19日から21日まで開催された。本学会
は再生医療に関する基礎研究のみならず臨床応
用、産業応用およびELSI(倫理的・法的・社会的問題)
に対する課題を網羅的に取り扱っており、日本に

おける再生医療分野に関する学術集会として最大
規模である。以下にその概要を報告する。

○滑膜から間葉系幹細胞を分離する至適条件の検討
杉田憲彦ら(大阪大学)

　人では大きな疼痛を伴う変形性関節症に対して

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

損傷を受けた軟骨の再生治療法の臨床応用が期待
されている。近年では、軟骨再生に用いる幹細胞と
しては骨髄由来間葉系幹細胞よりも滑膜由来間葉
系幹細胞が有用であることが報告されてきた。人
では関節鏡検査による病態診断時に滑膜組織を採
取して、本手術時に増殖培養した幹細胞を移植す
る。患者の苦痛を早期に取り除く意味において、初
回検査から手術までの期間は短い方が望ましいよ
うに思われる。著者らは、臨床で想定される培養期
間（3週間）で滑膜から最大限の間葉系幹細胞を得
るための分離・培養方法について検討した。
　著者らの注目していた点はヒト滑膜組織をコラ
ゲナーゼ処理後のフィルター濾過処理であった。
実験方法の概要は、以下のとおりである。従来どお
りフィルター濾過し浮遊組織を除去した群（フィ
ルター群）、フィルター濾過せず浮遊組織を除去し
た沈渣群、組織未除去群の3群を設定した。フィル
ター群の細胞数を数え低密度（1000cells/cm2）と
高密度（5000cells/cm2）の2種の条件で播種した。
他の2群の懸濁液については滑膜重量あたりの播
種dish数がフィルター群と同一となるよう播種し
た。初回継代以降は各群1000cells/cm2もしくは
5000cells/cm2の2条件で播種し、3週間の培養で
得られる細胞が最大となる条件を検討した。
　結果は、3週間培養後に各群で得られた細胞数
の最大値はフィルター群で4.4±1.3x107個、沈渣
群で8.0±2.4x107個、組織未除去群で11.2±3.6x107

個で、組織未除去群ではフィルター群の約2.5倍の
細胞が得られたと報告していた。また、いずれの方
法で得られた滑膜由来幹細胞も骨、軟骨、脂肪へ同
等の分化能があることを確認しており、細胞の質
には相違がないことも証明した。本研究から過去
の報告に多く記載のある滑膜組織のコラゲナーゼ
処理後のフィルター濾過がその後の培養で得られ
る幹細胞の総数を有意に減少させることが明らか
となり、滑膜からの細胞分離時にフィルター濾過
の必要性を否定した。

○フリーズドライPlatelet-Rich Plasmaによる創
傷治癒促進効果の検討

小倉常敬ら(関西医科大学)
　血液から調製される多血小板血漿（Platelet-rich 

plasma：PRP）は、血小板α顆粒中の各種増殖因子
を多量に含有し、創傷治癒促進効果を持つことが
報告されている。私たちも競走馬臨床にPRPを応
用できるように、Double Spin法で馬の血小板が最
も濃縮する遠心条件を検討し、また、皮膚および筋
肉の切開創モデルを用いてPRPによって肉芽組織
形成が促進されることを報告してきた。このよう
に獣医診療にも有用なPRPであるが、治療効果を
増強するには血小板の濃縮することよりも、可能
であれば血小板から放出された各種成長因子を濃
縮することが望ましい。そこで著者らは成長因子
の長期保存ならびに濃縮法についてフリーズドラ
イ技術を応用することを思いついたようだ。本研
究では、初めに、長期保存したPRPが有する増殖因
子の活性が低下しないことを検証した。また、フ
リーズドライ技術を応用して濃縮PRPを作製し、
それの創傷治癒促進効果を報告した。
　実験には健常人血よりDouble Spin法にて調整
したPRPをフリーズドライし、室温デシケーター
内で1ヶ月間保存したものを使用した。フリーズ
ドライPRP（以下FD-PRP）を蒸留水で溶解し、フ
リーズドライ前の1倍、3倍、5倍に濃縮した
FD-PRP溶液を作成し、これらのFD-PRP溶液中の
増殖因子量（PDGF-AB、PDGF-BB、VEGF、TGF-β1）
の測定を行った。また調整したFD-PRPをコラーゲ
ンゼラチンスポンジ（以下CGS）に含浸して、マウ
スに作成した皮膚全層欠損に貼付して治癒過程を
比較した。
　結果はFD-PRPはフリーズドライ前のPRPと同
量の増殖因子量を保持しており、また、濃縮比率に
準じた増殖因子量を確認した。動物実験では、貼付
6日目の創面積縮小率は、非含浸群：77.1%に対し、
1倍濃縮群：68.6%、3倍濃縮群：54.5%、5倍濃縮群：
74. 4%であり、3倍濃縮群で有意な創面積の縮小
を認めたと報告した。
　何故、5倍濃縮群で最大の効果が得られなかっ
たのか不明であるが、過剰な成長因子の暴露が正
常な組織治癒を逆に阻害作用をすることを示唆し
ているのかもしれない。本研究から、フリーズドラ
イ法の併用で、PRPは含有増殖因子の長期保存お
よび濃縮が可能であることが明らかとなった。馬
への応用を検討していきたい。

（笠嶋快周）

○滑膜幹細胞による変性半月板の温存
関矢一郎ら（東京医科歯科大学）

　演者らのグループは、以前から関節軟骨疾患に
対して滑膜由来の間葉系幹細胞(滑膜幹細胞)を用
いた研究を実施してきた。これまでに滑膜幹細胞
が自己血清で効率よく増殖することや軟骨分化能
が高いこと、未分化な状態で軟骨欠損部に移植す
ると軟骨細胞に直接分化することを報告してき
た。また、滑膜幹細胞の細胞浮遊液を軟骨欠損部に
10 分間静置するだけで、60％の細胞が接着し荷
重面の軟骨欠損を再生させることをブタで示した
後、滑膜幹細胞による軟骨再生のヒト臨床研究を
開始し、多数の症例で軟骨欠損部の再生および症
状の改善を報告している。
　今回は、半月板に対する滑膜幹細胞を用いた研
究報告であった。演者らは、モデル動物(半月板を
切除したラット、ウサギ、ブタ)の半月板損傷部に
滑膜幹細胞を移植するとその損傷部の再生が促進
されること、およびその作用機序を組織学的、免疫
組織学的、幹細胞に標識を付与して可視化するイ
メージング技術によって検討し、結果を示した。さ
らに演者らは、本治療法が既にヒト臨床研究のス
テージにあり、良好な成績が得られていることを
報告した。
　半月板の消失や機能不全(手術による除去を含
む)は、変形性膝関節症の原因となるため、可能で
あれば損傷した半月板を縫合して温存するほうが
良いと考えられているが、再断裂のリスクが高い
ため、積極的な縫合術が実施されていないとのこ
とであった。演者らは関節軟骨および半月板への
幹細胞療法が普及することによって、高齢者の関
節疾患による運動機能低下が防止できることを目
標としている。
　半月板は膝関節内にある三日月形の線維軟骨で
衝撃吸収機能を備えている。半月板は血行が辺縁
側の30%に限られており、細胞の密度が低く、荷重
によるストレスにさらされるため、損傷すると自
然治癒しにくいとのことである。乏しい血行分布、
低細胞密度および衝撃吸収に伴う荷重ストレスが
あるために自然治癒しにくい点は、腱組織と共通

する内容であるため、半月板で得られた知見を腱
組織に応用できる可能性は高い。今後もさらなる
研究の進展に期待したい。

○ステロイド大量療法後に滑膜間葉系幹細胞の機
能低下を認めた1例

安井行彦ら（大阪大学）
　演者らのグループは滑膜幹細胞と細胞自身が産
生したコラーゲンによって構成される三次元人工
組織（TEC；Tissue Engineered Construct）を開発
し、自家TECの軟骨修復への有効性と安全性評価
の目的でヒト幹細胞臨床研究を実施している。今
回、その臨床研究に参加した患者一名において、採
取した幹細胞から自家TECが正常に作成できな
かった事例について報告した。
　当該患者は、滑膜採取前に顔面神経麻痺を発症
したためステロイド大量療法を行っていた。滑膜
採取予定日はステロイド投与終了後3 週間経過し
ていたため、予定どおり滑膜を採取した(1st滑膜
幹細胞)。その滑膜幹細胞の増殖率、表面抗原は他
の患者の滑膜幹細胞と同様であったため、アスコ
ルビン酸を添加してTECの作製を試みたが、三次
元構造を伴う組織が作製されず、結果として移植
を断念した。
　この滑膜幹細胞から自家TECが作製できなかっ
た原因を調べるために、細胞生存率・DNA 量・細胞
数を再検討した結果、それらの項目では基準を満
たしていたが、コラ－ゲン産生が低下しているこ
とが示唆された。その後、移植術の代わりに骨髄刺
激法を行った際(ステロイド投与終了7週後)に滑
膜を再採取し(2nd滑膜幹細胞)、TECの作製を試み
たところ、通常どおり作製することが可能であっ
た。
　そこで、コラーゲン含有量の指標となるヒドロ
キシプロリンを比較したところ、1st滑膜幹細胞は
2nd滑膜幹細胞よりも98.7% 低い値であった。ま
た、軟骨・骨分化能も1st滑膜幹細胞は2nd滑膜幹
細胞よりも低下していた。さらに、2nd滑膜幹細胞
の培養培地に過剰量のステロイドを添加した後、
TECを作製したところ濃度依存的にヒドロキシプ
ロリンの産生が低下することを認めた。以上の結
果からステロイド投与終了3 週間後であっても、

滑膜幹細胞にはステロイドの影響が残っており、
その機能を低下させたと考えられた。
　演者らによると、ステロイドを大量投与しても
3週間後には、既に代謝され、その効果がなくなっ
ていると考えることが一般的であるそうだが、結

果として、滑膜幹細胞に影響が残っていた。ステロ
イドの種類や投与量にもよるが、幹細胞ソースと
なる組織の採取時期については、薬物投与歴を考
慮する必要があると考えられた。

(田村周久)

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　第14回日本再生医療学会総会は、「究極の再生
医療」をテーマに神奈川県のパシフィコ横浜で平
成23年3月19日から21日まで開催された。本学会
は再生医療に関する基礎研究のみならず臨床応
用、産業応用およびELSI(倫理的・法的・社会的問題)
に対する課題を網羅的に取り扱っており、日本に

おける再生医療分野に関する学術集会として最大
規模である。以下にその概要を報告する。

○滑膜から間葉系幹細胞を分離する至適条件の検討
杉田憲彦ら(大阪大学)

　人では大きな疼痛を伴う変形性関節症に対して

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

損傷を受けた軟骨の再生治療法の臨床応用が期待
されている。近年では、軟骨再生に用いる幹細胞と
しては骨髄由来間葉系幹細胞よりも滑膜由来間葉
系幹細胞が有用であることが報告されてきた。人
では関節鏡検査による病態診断時に滑膜組織を採
取して、本手術時に増殖培養した幹細胞を移植す
る。患者の苦痛を早期に取り除く意味において、初
回検査から手術までの期間は短い方が望ましいよ
うに思われる。著者らは、臨床で想定される培養期
間（3週間）で滑膜から最大限の間葉系幹細胞を得
るための分離・培養方法について検討した。
　著者らの注目していた点はヒト滑膜組織をコラ
ゲナーゼ処理後のフィルター濾過処理であった。
実験方法の概要は、以下のとおりである。従来どお
りフィルター濾過し浮遊組織を除去した群（フィ
ルター群）、フィルター濾過せず浮遊組織を除去し
た沈渣群、組織未除去群の3群を設定した。フィル
ター群の細胞数を数え低密度（1000cells/cm2）と
高密度（5000cells/cm2）の2種の条件で播種した。
他の2群の懸濁液については滑膜重量あたりの播
種dish数がフィルター群と同一となるよう播種し
た。初回継代以降は各群1000cells/cm2もしくは
5000cells/cm2の2条件で播種し、3週間の培養で
得られる細胞が最大となる条件を検討した。
　結果は、3週間培養後に各群で得られた細胞数
の最大値はフィルター群で4.4±1.3x107個、沈渣
群で8.0±2.4x107個、組織未除去群で11.2±3.6x107

個で、組織未除去群ではフィルター群の約2.5倍の
細胞が得られたと報告していた。また、いずれの方
法で得られた滑膜由来幹細胞も骨、軟骨、脂肪へ同
等の分化能があることを確認しており、細胞の質
には相違がないことも証明した。本研究から過去
の報告に多く記載のある滑膜組織のコラゲナーゼ
処理後のフィルター濾過がその後の培養で得られ
る幹細胞の総数を有意に減少させることが明らか
となり、滑膜からの細胞分離時にフィルター濾過
の必要性を否定した。

○フリーズドライPlatelet-Rich Plasmaによる創
傷治癒促進効果の検討

小倉常敬ら(関西医科大学)
　血液から調製される多血小板血漿（Platelet-rich 

plasma：PRP）は、血小板α顆粒中の各種増殖因子
を多量に含有し、創傷治癒促進効果を持つことが
報告されている。私たちも競走馬臨床にPRPを応
用できるように、Double Spin法で馬の血小板が最
も濃縮する遠心条件を検討し、また、皮膚および筋
肉の切開創モデルを用いてPRPによって肉芽組織
形成が促進されることを報告してきた。このよう
に獣医診療にも有用なPRPであるが、治療効果を
増強するには血小板の濃縮することよりも、可能
であれば血小板から放出された各種成長因子を濃
縮することが望ましい。そこで著者らは成長因子
の長期保存ならびに濃縮法についてフリーズドラ
イ技術を応用することを思いついたようだ。本研
究では、初めに、長期保存したPRPが有する増殖因
子の活性が低下しないことを検証した。また、フ
リーズドライ技術を応用して濃縮PRPを作製し、
それの創傷治癒促進効果を報告した。
　実験には健常人血よりDouble Spin法にて調整
したPRPをフリーズドライし、室温デシケーター
内で1ヶ月間保存したものを使用した。フリーズ
ドライPRP（以下FD-PRP）を蒸留水で溶解し、フ
リーズドライ前の1倍、3倍、5倍に濃縮した
FD-PRP溶液を作成し、これらのFD-PRP溶液中の
増殖因子量（PDGF-AB、PDGF-BB、VEGF、TGF-β1）
の測定を行った。また調整したFD-PRPをコラーゲ
ンゼラチンスポンジ（以下CGS）に含浸して、マウ
スに作成した皮膚全層欠損に貼付して治癒過程を
比較した。
　結果はFD-PRPはフリーズドライ前のPRPと同
量の増殖因子量を保持しており、また、濃縮比率に
準じた増殖因子量を確認した。動物実験では、貼付
6日目の創面積縮小率は、非含浸群：77.1%に対し、
1倍濃縮群：68.6%、3倍濃縮群：54.5%、5倍濃縮群：
74. 4%であり、3倍濃縮群で有意な創面積の縮小
を認めたと報告した。
　何故、5倍濃縮群で最大の効果が得られなかっ
たのか不明であるが、過剰な成長因子の暴露が正
常な組織治癒を逆に阻害作用をすることを示唆し
ているのかもしれない。本研究から、フリーズドラ
イ法の併用で、PRPは含有増殖因子の長期保存お
よび濃縮が可能であることが明らかとなった。馬
への応用を検討していきたい。

（笠嶋快周）

○滑膜幹細胞による変性半月板の温存
関矢一郎ら（東京医科歯科大学）

　演者らのグループは、以前から関節軟骨疾患に
対して滑膜由来の間葉系幹細胞(滑膜幹細胞)を用
いた研究を実施してきた。これまでに滑膜幹細胞
が自己血清で効率よく増殖することや軟骨分化能
が高いこと、未分化な状態で軟骨欠損部に移植す
ると軟骨細胞に直接分化することを報告してき
た。また、滑膜幹細胞の細胞浮遊液を軟骨欠損部に
10 分間静置するだけで、60％の細胞が接着し荷
重面の軟骨欠損を再生させることをブタで示した
後、滑膜幹細胞による軟骨再生のヒト臨床研究を
開始し、多数の症例で軟骨欠損部の再生および症
状の改善を報告している。
　今回は、半月板に対する滑膜幹細胞を用いた研
究報告であった。演者らは、モデル動物(半月板を
切除したラット、ウサギ、ブタ)の半月板損傷部に
滑膜幹細胞を移植するとその損傷部の再生が促進
されること、およびその作用機序を組織学的、免疫
組織学的、幹細胞に標識を付与して可視化するイ
メージング技術によって検討し、結果を示した。さ
らに演者らは、本治療法が既にヒト臨床研究のス
テージにあり、良好な成績が得られていることを
報告した。
　半月板の消失や機能不全(手術による除去を含
む)は、変形性膝関節症の原因となるため、可能で
あれば損傷した半月板を縫合して温存するほうが
良いと考えられているが、再断裂のリスクが高い
ため、積極的な縫合術が実施されていないとのこ
とであった。演者らは関節軟骨および半月板への
幹細胞療法が普及することによって、高齢者の関
節疾患による運動機能低下が防止できることを目
標としている。
　半月板は膝関節内にある三日月形の線維軟骨で
衝撃吸収機能を備えている。半月板は血行が辺縁
側の30%に限られており、細胞の密度が低く、荷重
によるストレスにさらされるため、損傷すると自
然治癒しにくいとのことである。乏しい血行分布、
低細胞密度および衝撃吸収に伴う荷重ストレスが
あるために自然治癒しにくい点は、腱組織と共通

する内容であるため、半月板で得られた知見を腱
組織に応用できる可能性は高い。今後もさらなる
研究の進展に期待したい。

○ステロイド大量療法後に滑膜間葉系幹細胞の機
能低下を認めた1例

安井行彦ら（大阪大学）
　演者らのグループは滑膜幹細胞と細胞自身が産
生したコラーゲンによって構成される三次元人工
組織（TEC；Tissue Engineered Construct）を開発
し、自家TECの軟骨修復への有効性と安全性評価
の目的でヒト幹細胞臨床研究を実施している。今
回、その臨床研究に参加した患者一名において、採
取した幹細胞から自家TECが正常に作成できな
かった事例について報告した。
　当該患者は、滑膜採取前に顔面神経麻痺を発症
したためステロイド大量療法を行っていた。滑膜
採取予定日はステロイド投与終了後3 週間経過し
ていたため、予定どおり滑膜を採取した(1st滑膜
幹細胞)。その滑膜幹細胞の増殖率、表面抗原は他
の患者の滑膜幹細胞と同様であったため、アスコ
ルビン酸を添加してTECの作製を試みたが、三次
元構造を伴う組織が作製されず、結果として移植
を断念した。
　この滑膜幹細胞から自家TECが作製できなかっ
た原因を調べるために、細胞生存率・DNA 量・細胞
数を再検討した結果、それらの項目では基準を満
たしていたが、コラ－ゲン産生が低下しているこ
とが示唆された。その後、移植術の代わりに骨髄刺
激法を行った際(ステロイド投与終了7週後)に滑
膜を再採取し(2nd滑膜幹細胞)、TECの作製を試み
たところ、通常どおり作製することが可能であっ
た。
　そこで、コラーゲン含有量の指標となるヒドロ
キシプロリンを比較したところ、1st滑膜幹細胞は
2nd滑膜幹細胞よりも98.7% 低い値であった。ま
た、軟骨・骨分化能も1st滑膜幹細胞は2nd滑膜幹
細胞よりも低下していた。さらに、2nd滑膜幹細胞
の培養培地に過剰量のステロイドを添加した後、
TECを作製したところ濃度依存的にヒドロキシプ
ロリンの産生が低下することを認めた。以上の結
果からステロイド投与終了3 週間後であっても、

滑膜幹細胞にはステロイドの影響が残っており、
その機能を低下させたと考えられた。
　演者らによると、ステロイドを大量投与しても
3週間後には、既に代謝され、その効果がなくなっ
ていると考えることが一般的であるそうだが、結

果として、滑膜幹細胞に影響が残っていた。ステロ
イドの種類や投与量にもよるが、幹細胞ソースと
なる組織の採取時期については、薬物投与歴を考
慮する必要があると考えられた。

(田村周久)

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　第14回日本再生医療学会総会は、「究極の再生
医療」をテーマに神奈川県のパシフィコ横浜で平
成23年3月19日から21日まで開催された。本学会
は再生医療に関する基礎研究のみならず臨床応
用、産業応用およびELSI(倫理的・法的・社会的問題)
に対する課題を網羅的に取り扱っており、日本に

おける再生医療分野に関する学術集会として最大
規模である。以下にその概要を報告する。

○滑膜から間葉系幹細胞を分離する至適条件の検討
杉田憲彦ら(大阪大学)

　人では大きな疼痛を伴う変形性関節症に対して

呼吸研究会オープンレクチャー

　平成27年3月20日に名古屋大学野依記念学術交
流館で開催された呼吸研究会のオープンレク
チャーに参加したので、その概要を報告する。
　呼吸研究会は日本体力医学会の分科会であり、
通常は日本体力医学会大会の前日に開催されてい
る。今回、University of Wisconsin-Madisonの
Dempsey教授が国際シンポジウムのために来日さ
れており、ジョイントイベントとして呼吸研究会
のオープンレクチャーが開催された。Dempsey教
授は、運動と呼吸に関する世界的な研究者であり、
2005年から2011までJourna l  o f  App l i ed  
Physiologyのチーフエディターを務められた方で
ある。

○Resp i ra to ry  l im i t a t i ons  t o  exe rc i s e  
performance

（運動パフォーマンスに対する呼吸系の限界につ
いて）
　呼吸系の働きは細胞活動に必要な酸素の供給と
その代謝産物である二酸化炭素を排出することで
ある。ガス交換は非常に重要だが、肺のガス交換能
はかなり余力を持って作られているため、一般健
常人では最大酸素摂取量や運動パフォーマンスの
制限要因にはならないと考えられている。トレー
ニングをすると、骨格筋や心臓はサイズが大きく
なったり、機能が向上するという適応が起こるが、
肺は変化しない。それくらい肺は余力十分に作ら
れている。しかし、トップアスリート、女性アス
リート、高齢アスリート、競走馬においては呼吸系
が運動パフォーマンスの制限要因になることがあ
る。その原因としてはいくつかの要素が考えられ
ている。

　運動強度が高くなって換気量が増加すると、胸
腔内圧が上がり、静脈還流が低下するため、１回拍
出量や心拍出量の増加に制限がかかることにな
る。また、換気量が多くなり、呼吸筋活動が増加す
ると、呼吸筋への酸素運搬のために血流が増加し、
最大運動時には心拍出量の約15%もの血流が呼吸
筋へ送られる。そのため、過度の換気量増加は呼吸
筋への血流をより必要とするため，相対的に作動
筋への血流が制限されることになる。
　運動誘発性の喘息や気道狭窄が肺機能を低下さ
せることも知られている。このような疾患におい
ては、気道抵抗が著しく増加するため、換気不全や
低酸素血症が発生する。
　運動強度が高くなると、横隔膜や肋間筋などの
呼吸筋が疲労してくる。この呼吸筋の疲労は運動
中の換気量増加は妨げないが、代謝受容器反射に
よって交感神経活動の増加や血管収縮を引き起こ
し、活動筋への血流を制限させる原因となる。
　ヒトにおいてはトップアスリートや何らかの疾
患をもつ患者以外では呼吸系における障害が運動
能力に影響を及ぼすことはない。しかし、サラブ
レッドにおいては、喉頭片麻痺やDDSPのような上
気道疾患が運動パフォーマンスを低下させること
や、強運動中に動脈血中酸素飽和度が低下する低
酸素血症を発症していることはよく知られてい
る。また、Wagnerら1やJones2はサラブレッドの最
大酸素摂取量を制限する最大の因子は、肺におけ
る拡散であることを報告している。ヒトでは
overbuiltされている（過剰に大きく作られている）
肺がサラブレッドにおいては逆に有酸素能力を制
限しているのである。これはサラブレッドの肺以
外の器官、つまり心臓や骨格筋、さらには筋内の毛

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

細血管やミトコンドリアなどが進化や育種といっ
た長年におよぶ選択淘汰ならびにトレーニングな
どに適応していった結果、トレーニング適応しな
い肺を凌駕したことを意味する。改めてサラブ
レッドが究極まで運動に適応した動物であること
を再確認するとともに、ヒトのアスリートに特化
したモデル動物としての可能性を感じた。

（向井和隆）

1．Wagner PD, Gillespie JR, Landgren GL, et al. 
Mechanism of exercise-induced hypoxemia in 
horses. J Appl Physiol 1989;66:1227-1233.

2．Jones JH. Optimization of the mammalian 
respiratory system: symmorphosis versus 
single species adaptation. Comp Biochem 
P h y s i o l  B  B i o c h e m  M o l  B i o l  
1998;120:125-138.

損傷を受けた軟骨の再生治療法の臨床応用が期待
されている。近年では、軟骨再生に用いる幹細胞と
しては骨髄由来間葉系幹細胞よりも滑膜由来間葉
系幹細胞が有用であることが報告されてきた。人
では関節鏡検査による病態診断時に滑膜組織を採
取して、本手術時に増殖培養した幹細胞を移植す
る。患者の苦痛を早期に取り除く意味において、初
回検査から手術までの期間は短い方が望ましいよ
うに思われる。著者らは、臨床で想定される培養期
間（3週間）で滑膜から最大限の間葉系幹細胞を得
るための分離・培養方法について検討した。
　著者らの注目していた点はヒト滑膜組織をコラ
ゲナーゼ処理後のフィルター濾過処理であった。
実験方法の概要は、以下のとおりである。従来どお
りフィルター濾過し浮遊組織を除去した群（フィ
ルター群）、フィルター濾過せず浮遊組織を除去し
た沈渣群、組織未除去群の3群を設定した。フィル
ター群の細胞数を数え低密度（1000cells/cm2）と
高密度（5000cells/cm2）の2種の条件で播種した。
他の2群の懸濁液については滑膜重量あたりの播
種dish数がフィルター群と同一となるよう播種し
た。初回継代以降は各群1000cells/cm2もしくは
5000cells/cm2の2条件で播種し、3週間の培養で
得られる細胞が最大となる条件を検討した。
　結果は、3週間培養後に各群で得られた細胞数
の最大値はフィルター群で4.4±1.3x107個、沈渣
群で8.0±2.4x107個、組織未除去群で11.2±3.6x107

個で、組織未除去群ではフィルター群の約2.5倍の
細胞が得られたと報告していた。また、いずれの方
法で得られた滑膜由来幹細胞も骨、軟骨、脂肪へ同
等の分化能があることを確認しており、細胞の質
には相違がないことも証明した。本研究から過去
の報告に多く記載のある滑膜組織のコラゲナーゼ
処理後のフィルター濾過がその後の培養で得られ
る幹細胞の総数を有意に減少させることが明らか
となり、滑膜からの細胞分離時にフィルター濾過
の必要性を否定した。

○フリーズドライPlatelet-Rich Plasmaによる創
傷治癒促進効果の検討

小倉常敬ら(関西医科大学)
　血液から調製される多血小板血漿（Platelet-rich 

plasma：PRP）は、血小板α顆粒中の各種増殖因子
を多量に含有し、創傷治癒促進効果を持つことが
報告されている。私たちも競走馬臨床にPRPを応
用できるように、Double Spin法で馬の血小板が最
も濃縮する遠心条件を検討し、また、皮膚および筋
肉の切開創モデルを用いてPRPによって肉芽組織
形成が促進されることを報告してきた。このよう
に獣医診療にも有用なPRPであるが、治療効果を
増強するには血小板の濃縮することよりも、可能
であれば血小板から放出された各種成長因子を濃
縮することが望ましい。そこで著者らは成長因子
の長期保存ならびに濃縮法についてフリーズドラ
イ技術を応用することを思いついたようだ。本研
究では、初めに、長期保存したPRPが有する増殖因
子の活性が低下しないことを検証した。また、フ
リーズドライ技術を応用して濃縮PRPを作製し、
それの創傷治癒促進効果を報告した。
　実験には健常人血よりDouble Spin法にて調整
したPRPをフリーズドライし、室温デシケーター
内で1ヶ月間保存したものを使用した。フリーズ
ドライPRP（以下FD-PRP）を蒸留水で溶解し、フ
リーズドライ前の1倍、3倍、5倍に濃縮した
FD-PRP溶液を作成し、これらのFD-PRP溶液中の
増殖因子量（PDGF-AB、PDGF-BB、VEGF、TGF-β1）
の測定を行った。また調整したFD-PRPをコラーゲ
ンゼラチンスポンジ（以下CGS）に含浸して、マウ
スに作成した皮膚全層欠損に貼付して治癒過程を
比較した。
　結果はFD-PRPはフリーズドライ前のPRPと同
量の増殖因子量を保持しており、また、濃縮比率に
準じた増殖因子量を確認した。動物実験では、貼付
6日目の創面積縮小率は、非含浸群：77.1%に対し、
1倍濃縮群：68.6%、3倍濃縮群：54.5%、5倍濃縮群：
74. 4%であり、3倍濃縮群で有意な創面積の縮小
を認めたと報告した。
　何故、5倍濃縮群で最大の効果が得られなかっ
たのか不明であるが、過剰な成長因子の暴露が正
常な組織治癒を逆に阻害作用をすることを示唆し
ているのかもしれない。本研究から、フリーズドラ
イ法の併用で、PRPは含有増殖因子の長期保存お
よび濃縮が可能であることが明らかとなった。馬
への応用を検討していきたい。

（笠嶋快周）

○滑膜幹細胞による変性半月板の温存
関矢一郎ら（東京医科歯科大学）

　演者らのグループは、以前から関節軟骨疾患に
対して滑膜由来の間葉系幹細胞(滑膜幹細胞)を用
いた研究を実施してきた。これまでに滑膜幹細胞
が自己血清で効率よく増殖することや軟骨分化能
が高いこと、未分化な状態で軟骨欠損部に移植す
ると軟骨細胞に直接分化することを報告してき
た。また、滑膜幹細胞の細胞浮遊液を軟骨欠損部に
10 分間静置するだけで、60％の細胞が接着し荷
重面の軟骨欠損を再生させることをブタで示した
後、滑膜幹細胞による軟骨再生のヒト臨床研究を
開始し、多数の症例で軟骨欠損部の再生および症
状の改善を報告している。
　今回は、半月板に対する滑膜幹細胞を用いた研
究報告であった。演者らは、モデル動物(半月板を
切除したラット、ウサギ、ブタ)の半月板損傷部に
滑膜幹細胞を移植するとその損傷部の再生が促進
されること、およびその作用機序を組織学的、免疫
組織学的、幹細胞に標識を付与して可視化するイ
メージング技術によって検討し、結果を示した。さ
らに演者らは、本治療法が既にヒト臨床研究のス
テージにあり、良好な成績が得られていることを
報告した。
　半月板の消失や機能不全(手術による除去を含
む)は、変形性膝関節症の原因となるため、可能で
あれば損傷した半月板を縫合して温存するほうが
良いと考えられているが、再断裂のリスクが高い
ため、積極的な縫合術が実施されていないとのこ
とであった。演者らは関節軟骨および半月板への
幹細胞療法が普及することによって、高齢者の関
節疾患による運動機能低下が防止できることを目
標としている。
　半月板は膝関節内にある三日月形の線維軟骨で
衝撃吸収機能を備えている。半月板は血行が辺縁
側の30%に限られており、細胞の密度が低く、荷重
によるストレスにさらされるため、損傷すると自
然治癒しにくいとのことである。乏しい血行分布、
低細胞密度および衝撃吸収に伴う荷重ストレスが
あるために自然治癒しにくい点は、腱組織と共通

する内容であるため、半月板で得られた知見を腱
組織に応用できる可能性は高い。今後もさらなる
研究の進展に期待したい。

○ステロイド大量療法後に滑膜間葉系幹細胞の機
能低下を認めた1例

安井行彦ら（大阪大学）
　演者らのグループは滑膜幹細胞と細胞自身が産
生したコラーゲンによって構成される三次元人工
組織（TEC；Tissue Engineered Construct）を開発
し、自家TECの軟骨修復への有効性と安全性評価
の目的でヒト幹細胞臨床研究を実施している。今
回、その臨床研究に参加した患者一名において、採
取した幹細胞から自家TECが正常に作成できな
かった事例について報告した。
　当該患者は、滑膜採取前に顔面神経麻痺を発症
したためステロイド大量療法を行っていた。滑膜
採取予定日はステロイド投与終了後3 週間経過し
ていたため、予定どおり滑膜を採取した(1st滑膜
幹細胞)。その滑膜幹細胞の増殖率、表面抗原は他
の患者の滑膜幹細胞と同様であったため、アスコ
ルビン酸を添加してTECの作製を試みたが、三次
元構造を伴う組織が作製されず、結果として移植
を断念した。
　この滑膜幹細胞から自家TECが作製できなかっ
た原因を調べるために、細胞生存率・DNA 量・細胞
数を再検討した結果、それらの項目では基準を満
たしていたが、コラ－ゲン産生が低下しているこ
とが示唆された。その後、移植術の代わりに骨髄刺
激法を行った際(ステロイド投与終了7週後)に滑
膜を再採取し(2nd滑膜幹細胞)、TECの作製を試み
たところ、通常どおり作製することが可能であっ
た。
　そこで、コラーゲン含有量の指標となるヒドロ
キシプロリンを比較したところ、1st滑膜幹細胞は
2nd滑膜幹細胞よりも98.7% 低い値であった。ま
た、軟骨・骨分化能も1st滑膜幹細胞は2nd滑膜幹
細胞よりも低下していた。さらに、2nd滑膜幹細胞
の培養培地に過剰量のステロイドを添加した後、
TECを作製したところ濃度依存的にヒドロキシプ
ロリンの産生が低下することを認めた。以上の結
果からステロイド投与終了3 週間後であっても、

滑膜幹細胞にはステロイドの影響が残っており、
その機能を低下させたと考えられた。
　演者らによると、ステロイドを大量投与しても
3週間後には、既に代謝され、その効果がなくなっ
ていると考えることが一般的であるそうだが、結

果として、滑膜幹細胞に影響が残っていた。ステロ
イドの種類や投与量にもよるが、幹細胞ソースと
なる組織の採取時期については、薬物投与歴を考
慮する必要があると考えられた。

(田村周久)

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　平成27年3月20日に名古屋大学野依記念学術交
流館で開催された呼吸研究会のオープンレク
チャーに参加したので、その概要を報告する。
　呼吸研究会は日本体力医学会の分科会であり、
通常は日本体力医学会大会の前日に開催されてい
る。今回、University of Wisconsin-Madisonの
Dempsey教授が国際シンポジウムのために来日さ
れており、ジョイントイベントとして呼吸研究会
のオープンレクチャーが開催された。Dempsey教
授は、運動と呼吸に関する世界的な研究者であり、
2005年から2011までJourna l  o f  App l i ed  
Physiologyのチーフエディターを務められた方で
ある。

○Resp i ra to ry  l im i t a t i ons  t o  exe rc i s e  
performance

（運動パフォーマンスに対する呼吸系の限界につ
いて）
　呼吸系の働きは細胞活動に必要な酸素の供給と
その代謝産物である二酸化炭素を排出することで
ある。ガス交換は非常に重要だが、肺のガス交換能
はかなり余力を持って作られているため、一般健
常人では最大酸素摂取量や運動パフォーマンスの
制限要因にはならないと考えられている。トレー
ニングをすると、骨格筋や心臓はサイズが大きく
なったり、機能が向上するという適応が起こるが、
肺は変化しない。それくらい肺は余力十分に作ら
れている。しかし、トップアスリート、女性アス
リート、高齢アスリート、競走馬においては呼吸系
が運動パフォーマンスの制限要因になることがあ
る。その原因としてはいくつかの要素が考えられ
ている。

　運動強度が高くなって換気量が増加すると、胸
腔内圧が上がり、静脈還流が低下するため、１回拍
出量や心拍出量の増加に制限がかかることにな
る。また、換気量が多くなり、呼吸筋活動が増加す
ると、呼吸筋への酸素運搬のために血流が増加し、
最大運動時には心拍出量の約15%もの血流が呼吸
筋へ送られる。そのため、過度の換気量増加は呼吸
筋への血流をより必要とするため，相対的に作動
筋への血流が制限されることになる。
　運動誘発性の喘息や気道狭窄が肺機能を低下さ
せることも知られている。このような疾患におい
ては、気道抵抗が著しく増加するため、換気不全や
低酸素血症が発生する。
　運動強度が高くなると、横隔膜や肋間筋などの
呼吸筋が疲労してくる。この呼吸筋の疲労は運動
中の換気量増加は妨げないが、代謝受容器反射に
よって交感神経活動の増加や血管収縮を引き起こ
し、活動筋への血流を制限させる原因となる。
　ヒトにおいてはトップアスリートや何らかの疾
患をもつ患者以外では呼吸系における障害が運動
能力に影響を及ぼすことはない。しかし、サラブ
レッドにおいては、喉頭片麻痺やDDSPのような上
気道疾患が運動パフォーマンスを低下させること
や、強運動中に動脈血中酸素飽和度が低下する低
酸素血症を発症していることはよく知られてい
る。また、Wagnerら1やJones2はサラブレッドの最
大酸素摂取量を制限する最大の因子は、肺におけ
る拡散であることを報告している。ヒトでは
overbuiltされている（過剰に大きく作られている）
肺がサラブレッドにおいては逆に有酸素能力を制
限しているのである。これはサラブレッドの肺以
外の器官、つまり心臓や骨格筋、さらには筋内の毛

第10回日本獣医再生医療学会

　第10回日本獣医再生医療学会は、東京都墨田区
の国際ファッションセンタービル　KFCホールに
て、平成23年3月21日から22日まで開催された。
本学会では幹細胞を用いた再生医療または活性化
リンパ球を用いた抗腫瘍療法に関する演題が多
く、教育講演4題と一般演題15題が報告された。ま
た、本学会と日本獣医再生・細胞療法学会によるパ
ネル・ディスカッションも共催された。以下にその
概要を報告する。

○他家脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた慢性腎
臓病の猫の一例

宮地すばる ら(さくら動物病院)
　幹細胞のソースとなる組織には骨髄や臍帯があ
るが、小動物臨床では採取および幹細胞の分離が
容易な脂肪組織を用いることが一般的になりつつ
ある。また、免疫反応や幹細胞による治療効果の損
益に関するデータが少ない状況にもかかわらず、
他家移植が用いられることがある。これは、自家移
植では来院から幹細胞治療までに採取、分離およ
び培養という時間が必要であること、複数回投与
するときに自家幹細胞だけでは量が不足する可能
性があること、および来院時に既に脂肪を採取す
る手術麻酔侵襲に耐えられない症例が多いからで
ある。あらかじめ健康なドナーから脂肪組織由来
間葉系幹細胞（ADSC）を得て、冷凍保存しておくこ
とで、治療が必要なときにすぐに利用でき、投与す
る量に制限がなくなるとのことである。
　幾つかのADSCを用いた症例が報告されていた

が、ここでは内科疾患に用いた一症例を紹介する。
　演者らは慢性腎臓病（CKD）の猫に対して他家の
ADSC治療を実施したところ、腎数値のコントロー
ルおよび腎萎縮の抑制が認められたため、その内
容を報告した。　
　症例は雑種猫、12歳齢、避妊雌、体重3.95kgであ
り、病態、超音波検査、血液検査からCKDと診断さ
れた。腎臓療法食と対症療法による治療に加えて、
オプション療法として1.2×106-3.6×106の他家
ADSCを2－3週間毎に静脈投与した。幹細胞投与
前後の腎臓長および血清学的酵素の腎数値（血中
尿素窒素、血清クレアチニン）を比較した。
　これまでの結果として、幹細胞投与前に既に萎
縮していた左腎臓（腎臓長3.llcm）は投与後もサイ
ズが変わらなかった。右腎臓長は軽度の萎縮が認
められたが、進行は緩やかであった［初診時
3.98cm→ADSC投与1ヵ月後3.34cm→投与5ヶ月
後3.52cm］。投与前は70程度であった血中尿素窒
素は、20程度で維持され、投与前6程度であった血
清クレアニンも現在は2.5程度に低下し維持され
ている。臨床症状は良好である。
　演者らは考察において、マウスの実験的なCKD
モデルにおいて、間葉系幹細胞の投与が腎線維化
の進行を抑制したとする報告を紹介した。そして、
一般的には腎萎縮が始まると急速なスピードで萎
縮が進む猫CKDにおいて、本症例の腎萎縮が軽度
であったことは、他家ADSC投与の効果によって萎
縮のスピードが抑制された可能性があるとした。
また、通常の対象療法だけでは観察されないよう

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

な腎数値の低下および維持がなされている点につ
いても、他家ADSC投与による効果があったと考え
ている。その一方で、ADSC治療の効果に関しては
エビデンスが少ないため、今後のさらなる症例の
蓄積が必要であることを示した。
　他家ADSCを投与した後に病態が改善した本症
例の報告は貴重である。しかし、他家細胞による幹
細胞治療は、安全性および効果について十分な検
討がなされているわけではなく、不明な点も多く、
本症例においても治療効果が他家ADSC投与によ
るものかどうかは分かっていない。
　今後、獣医療における幹細胞治療に対する信頼
性を得るためには、まずは安全性を確保すること
が重要であるため、症例の積み重ねのみならず、体
系的な研究が必要であると考えられた。

（笠嶋快周）

○獣医再生医療の現在と未来 [パネル・ディスカッ
ション] 
　今後の獣医療における再生医療を適正に発展さ
せるために、パネル・ディスカッションが開催され
たため、その概要を報告する。

【趣旨】
　日本国内における獣医療分野において、細胞治
療をはじめとする再生医療はまだ始まったばかり
であり、細胞治療の治療効果、学術面、倫理面での
国内の臨床家とコンセンサスがとれているとはい
い難い状況である。しかしながら、動物病院では
個々の症例において奏効の報告もでてくると同時
に、大学や研究機関の基礎研究でも研究データが
蓄積されてきており、民間とアカデミアの連携は
今後の獣医再生医療の発展において必須である。
　このパネル・ディスカッションでは、大学に所属
するアカデミアを中心とする日本獣医再生・細胞
療法学会と、臨床現場で治療を実施する臨床獣医
師を中心とする日本獣医再生医療学会が一同に会
して、細胞療法のガイドラインの策定など、今後の
獣医再生医療の方向性について、忌憚なく、そして
発展的に議論することを目的とする。

【パネリスト】

石田卓夫（日本獣医再生医療学会　顧問）
畠賢一郎 (株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジ
ニアリング）
岸上義弘（岸上獣医科病院）
牛草貴博 (関内どうぶつクリニツク）
横山篤司（さくら動物病院 長野どうぶつ眼科セン
ター）
岡田邦彦（株式会社J-ARM代表取締役）
久末正晴（麻布大学 獣医学部獣医内科学第二研究
室）
枝村一弥（日本大学 生物資源学部獣医外科学研究
室）
田村勝利（倉敷芸術科学大学生命科学部 動物臨床
再生医療学研究室）
嶋田照雅（大阪府立大学 付属獣医臨床センター）

　最初の議論はガイドラインの策定に関する内容
であった。司会者および会場の一般臨床獣医師か
ら、ガイドラインが策定されることによって適正
な再生治療が推進されることが期待される一方
で、多くの規制がかかることによって、再生医療そ
のものが実施できなくなるのではないかという懸
念が述べられた。それに対して、臨床獣医師の立場
にあるパネリストは、一部の獣医師とペットオー
ナーとの間で、細胞療法に関する治療費およびそ
の効果に関して係争事案が存在していることを紹
介した上で、ガイドラインがないことによって治
療の必要性や費用の妥当性を判断できない現況が
あるため、早期のガイドライン策定が必要である
という意見を述べた。また、アカデミアの立場にあ
るパネリストからも、ガイドラインは多くの規制
を設けることが目的ではなく、既存の獣医療では
治療が難しい症例に対して「エビデンスに基づい
た安全な再生医療」を「十分なインフォームドコン
セント」の下に提供できるようにすることが目的
であるとの説明があった。その他、全員のパネリス
トがガイドラインの策定に賛成であった。
　次に、ガイドラインを策定するにあたって、検討
項目やスケジュール、およびガイドラインを発表
する団体の選定に関して議論がなされたが、検討
すべき事項が多岐にわたるため、今後は専門委員
会を立ち上げて話し合われることになった。

　最後に、再生医療が適用された症例報告におい
ては成功症例のみを取り扱うのではなく、効果が
認められなかった症例や有害事象が観察された症
例に関しても報告する機会が必要であり、その情

報を共有することが重要だとする意見が臨床獣医
師およびアカデミア双方のパネリストから述べら
れ、議論された。

(田村周久)

細血管やミトコンドリアなどが進化や育種といっ
た長年におよぶ選択淘汰ならびにトレーニングな
どに適応していった結果、トレーニング適応しな
い肺を凌駕したことを意味する。改めてサラブ
レッドが究極まで運動に適応した動物であること
を再確認するとともに、ヒトのアスリートに特化
したモデル動物としての可能性を感じた。

（向井和隆）

1．Wagner PD, Gillespie JR, Landgren GL, et al. 
Mechanism of exercise-induced hypoxemia in 
horses. J Appl Physiol 1989;66:1227-1233.

2．Jones JH. Optimization of the mammalian 
respiratory system: symmorphosis versus 
single species adaptation. Comp Biochem 
P h y s i o l  B  B i o c h e m  M o l  B i o l  
1998;120:125-138.

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）



（266） 馬の科学　Vol.52（3）2015

　第10回日本獣医再生医療学会は、東京都墨田区
の国際ファッションセンタービル　KFCホールに
て、平成23年3月21日から22日まで開催された。
本学会では幹細胞を用いた再生医療または活性化
リンパ球を用いた抗腫瘍療法に関する演題が多
く、教育講演4題と一般演題15題が報告された。ま
た、本学会と日本獣医再生・細胞療法学会によるパ
ネル・ディスカッションも共催された。以下にその
概要を報告する。

○他家脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた慢性腎
臓病の猫の一例

宮地すばる ら(さくら動物病院)
　幹細胞のソースとなる組織には骨髄や臍帯があ
るが、小動物臨床では採取および幹細胞の分離が
容易な脂肪組織を用いることが一般的になりつつ
ある。また、免疫反応や幹細胞による治療効果の損
益に関するデータが少ない状況にもかかわらず、
他家移植が用いられることがある。これは、自家移
植では来院から幹細胞治療までに採取、分離およ
び培養という時間が必要であること、複数回投与
するときに自家幹細胞だけでは量が不足する可能
性があること、および来院時に既に脂肪を採取す
る手術麻酔侵襲に耐えられない症例が多いからで
ある。あらかじめ健康なドナーから脂肪組織由来
間葉系幹細胞（ADSC）を得て、冷凍保存しておくこ
とで、治療が必要なときにすぐに利用でき、投与す
る量に制限がなくなるとのことである。
　幾つかのADSCを用いた症例が報告されていた

が、ここでは内科疾患に用いた一症例を紹介する。
　演者らは慢性腎臓病（CKD）の猫に対して他家の
ADSC治療を実施したところ、腎数値のコントロー
ルおよび腎萎縮の抑制が認められたため、その内
容を報告した。　
　症例は雑種猫、12歳齢、避妊雌、体重3.95kgであ
り、病態、超音波検査、血液検査からCKDと診断さ
れた。腎臓療法食と対症療法による治療に加えて、
オプション療法として1.2×106-3.6×106の他家
ADSCを2－3週間毎に静脈投与した。幹細胞投与
前後の腎臓長および血清学的酵素の腎数値（血中
尿素窒素、血清クレアチニン）を比較した。
　これまでの結果として、幹細胞投与前に既に萎
縮していた左腎臓（腎臓長3.llcm）は投与後もサイ
ズが変わらなかった。右腎臓長は軽度の萎縮が認
められたが、進行は緩やかであった［初診時
3.98cm→ADSC投与1ヵ月後3.34cm→投与5ヶ月
後3.52cm］。投与前は70程度であった血中尿素窒
素は、20程度で維持され、投与前6程度であった血
清クレアニンも現在は2.5程度に低下し維持され
ている。臨床症状は良好である。
　演者らは考察において、マウスの実験的なCKD
モデルにおいて、間葉系幹細胞の投与が腎線維化
の進行を抑制したとする報告を紹介した。そして、
一般的には腎萎縮が始まると急速なスピードで萎
縮が進む猫CKDにおいて、本症例の腎萎縮が軽度
であったことは、他家ADSC投与の効果によって萎
縮のスピードが抑制された可能性があるとした。
また、通常の対象療法だけでは観察されないよう

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

な腎数値の低下および維持がなされている点につ
いても、他家ADSC投与による効果があったと考え
ている。その一方で、ADSC治療の効果に関しては
エビデンスが少ないため、今後のさらなる症例の
蓄積が必要であることを示した。
　他家ADSCを投与した後に病態が改善した本症
例の報告は貴重である。しかし、他家細胞による幹
細胞治療は、安全性および効果について十分な検
討がなされているわけではなく、不明な点も多く、
本症例においても治療効果が他家ADSC投与によ
るものかどうかは分かっていない。
　今後、獣医療における幹細胞治療に対する信頼
性を得るためには、まずは安全性を確保すること
が重要であるため、症例の積み重ねのみならず、体
系的な研究が必要であると考えられた。

（笠嶋快周）

○獣医再生医療の現在と未来 [パネル・ディスカッ
ション] 
　今後の獣医療における再生医療を適正に発展さ
せるために、パネル・ディスカッションが開催され
たため、その概要を報告する。

【趣旨】
　日本国内における獣医療分野において、細胞治
療をはじめとする再生医療はまだ始まったばかり
であり、細胞治療の治療効果、学術面、倫理面での
国内の臨床家とコンセンサスがとれているとはい
い難い状況である。しかしながら、動物病院では
個々の症例において奏効の報告もでてくると同時
に、大学や研究機関の基礎研究でも研究データが
蓄積されてきており、民間とアカデミアの連携は
今後の獣医再生医療の発展において必須である。
　このパネル・ディスカッションでは、大学に所属
するアカデミアを中心とする日本獣医再生・細胞
療法学会と、臨床現場で治療を実施する臨床獣医
師を中心とする日本獣医再生医療学会が一同に会
して、細胞療法のガイドラインの策定など、今後の
獣医再生医療の方向性について、忌憚なく、そして
発展的に議論することを目的とする。

【パネリスト】

石田卓夫（日本獣医再生医療学会　顧問）
畠賢一郎 (株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジ
ニアリング）
岸上義弘（岸上獣医科病院）
牛草貴博 (関内どうぶつクリニツク）
横山篤司（さくら動物病院 長野どうぶつ眼科セン
ター）
岡田邦彦（株式会社J-ARM代表取締役）
久末正晴（麻布大学 獣医学部獣医内科学第二研究
室）
枝村一弥（日本大学 生物資源学部獣医外科学研究
室）
田村勝利（倉敷芸術科学大学生命科学部 動物臨床
再生医療学研究室）
嶋田照雅（大阪府立大学 付属獣医臨床センター）

　最初の議論はガイドラインの策定に関する内容
であった。司会者および会場の一般臨床獣医師か
ら、ガイドラインが策定されることによって適正
な再生治療が推進されることが期待される一方
で、多くの規制がかかることによって、再生医療そ
のものが実施できなくなるのではないかという懸
念が述べられた。それに対して、臨床獣医師の立場
にあるパネリストは、一部の獣医師とペットオー
ナーとの間で、細胞療法に関する治療費およびそ
の効果に関して係争事案が存在していることを紹
介した上で、ガイドラインがないことによって治
療の必要性や費用の妥当性を判断できない現況が
あるため、早期のガイドライン策定が必要である
という意見を述べた。また、アカデミアの立場にあ
るパネリストからも、ガイドラインは多くの規制
を設けることが目的ではなく、既存の獣医療では
治療が難しい症例に対して「エビデンスに基づい
た安全な再生医療」を「十分なインフォームドコン
セント」の下に提供できるようにすることが目的
であるとの説明があった。その他、全員のパネリス
トがガイドラインの策定に賛成であった。
　次に、ガイドラインを策定するにあたって、検討
項目やスケジュール、およびガイドラインを発表
する団体の選定に関して議論がなされたが、検討
すべき事項が多岐にわたるため、今後は専門委員
会を立ち上げて話し合われることになった。

　最後に、再生医療が適用された症例報告におい
ては成功症例のみを取り扱うのではなく、効果が
認められなかった症例や有害事象が観察された症
例に関しても報告する機会が必要であり、その情

報を共有することが重要だとする意見が臨床獣医
師およびアカデミア双方のパネリストから述べら
れ、議論された。

(田村周久)

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　第10回日本獣医再生医療学会は、東京都墨田区
の国際ファッションセンタービル　KFCホールに
て、平成23年3月21日から22日まで開催された。
本学会では幹細胞を用いた再生医療または活性化
リンパ球を用いた抗腫瘍療法に関する演題が多
く、教育講演4題と一般演題15題が報告された。ま
た、本学会と日本獣医再生・細胞療法学会によるパ
ネル・ディスカッションも共催された。以下にその
概要を報告する。

○他家脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた慢性腎
臓病の猫の一例

宮地すばる ら(さくら動物病院)
　幹細胞のソースとなる組織には骨髄や臍帯があ
るが、小動物臨床では採取および幹細胞の分離が
容易な脂肪組織を用いることが一般的になりつつ
ある。また、免疫反応や幹細胞による治療効果の損
益に関するデータが少ない状況にもかかわらず、
他家移植が用いられることがある。これは、自家移
植では来院から幹細胞治療までに採取、分離およ
び培養という時間が必要であること、複数回投与
するときに自家幹細胞だけでは量が不足する可能
性があること、および来院時に既に脂肪を採取す
る手術麻酔侵襲に耐えられない症例が多いからで
ある。あらかじめ健康なドナーから脂肪組織由来
間葉系幹細胞（ADSC）を得て、冷凍保存しておくこ
とで、治療が必要なときにすぐに利用でき、投与す
る量に制限がなくなるとのことである。
　幾つかのADSCを用いた症例が報告されていた

が、ここでは内科疾患に用いた一症例を紹介する。
　演者らは慢性腎臓病（CKD）の猫に対して他家の
ADSC治療を実施したところ、腎数値のコントロー
ルおよび腎萎縮の抑制が認められたため、その内
容を報告した。　
　症例は雑種猫、12歳齢、避妊雌、体重3.95kgであ
り、病態、超音波検査、血液検査からCKDと診断さ
れた。腎臓療法食と対症療法による治療に加えて、
オプション療法として1.2×106-3.6×106の他家
ADSCを2－3週間毎に静脈投与した。幹細胞投与
前後の腎臓長および血清学的酵素の腎数値（血中
尿素窒素、血清クレアチニン）を比較した。
　これまでの結果として、幹細胞投与前に既に萎
縮していた左腎臓（腎臓長3.llcm）は投与後もサイ
ズが変わらなかった。右腎臓長は軽度の萎縮が認
められたが、進行は緩やかであった［初診時
3.98cm→ADSC投与1ヵ月後3.34cm→投与5ヶ月
後3.52cm］。投与前は70程度であった血中尿素窒
素は、20程度で維持され、投与前6程度であった血
清クレアニンも現在は2.5程度に低下し維持され
ている。臨床症状は良好である。
　演者らは考察において、マウスの実験的なCKD
モデルにおいて、間葉系幹細胞の投与が腎線維化
の進行を抑制したとする報告を紹介した。そして、
一般的には腎萎縮が始まると急速なスピードで萎
縮が進む猫CKDにおいて、本症例の腎萎縮が軽度
であったことは、他家ADSC投与の効果によって萎
縮のスピードが抑制された可能性があるとした。
また、通常の対象療法だけでは観察されないよう

第2回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会

　本学術集会は、日本獣医病理学専門家協会の主
催により、平成27年3月27～28日に大阪府立大学
で開催された。初日には「第55回獣医病理学研修
会」が、二日目にはセミナーとして「第4回比較動
物病理生涯教育セミナー」、「スライドセミナー：脳
腫瘍の治療を目指した基礎研究」、「チュートリアル
セミナー：WHO腫瘍分類・肝臓腫瘍」などの講演が
行われ、獣医病理学に関連した興味深い内容が盛
りだくさんで、非常に有意義な学術集会であった。

1．第55回獣医病理学研修会
　獣医病理学研修会は、獣医系大学の病理学研究
室およびその他の研究所ないし製薬会社などの病
理部門から一症例1枚の組織標本が提出され、そ
れらの組織標本セットが事前に各出題機関に配布
され、本研修会参加者は顕微鏡観察を行って、当日
その組織診断名について討論するものである。第
55回目の今回は26の機関から出題され、活発な討
論が繰り広げられた。我々JRAからもウマの心臓
を提出した。以下にその発表の概要および最終的
に付された診断名について記載する。

・馬の下垂体腫瘤　（鹿児島大学）
　提出標本は、サラブレッド種、21歳の雄の下垂
体腫瘤組織であった。当該馬は被毛が長く（多毛
症）、デキサメサゾン抑制試験で陽性、血中ACTH濃
度（正常値；30pg/mL以下）は259pg/mLと高値で
あった。剖検では、上腕骨骨折の他、下垂体の腫大

（3.8×3.0×2.2cm）を認めた。下垂体割面では大
部分が灰白色充実性で、一部出血を認めた。副腎の
顕著な腫大はなかった。提出標本はこの下垂体で
あった。
　組織学的には下垂体中葉の増生であった。増生

した細胞の免疫組織化学的特徴は、サイトケラチ
ン（AE1/AE3）にほとんどの増生細胞が陰性（一部
陽性）、神経膠細胞の主成分であるGFAPには陰性、
ACTHに陽性、毛色と関連が深いα-メラノサイト
刺激ホルモン(α-MSH)に陽性、MSHの前駆体プロ
オピオメラノコルチンに陽性、プロオピオメラノ
コルチンからつくられるβ̶エンドルフィンに陽
性を示した。これら染色結果は、下垂体の中間葉由
来細胞の増生を示唆していた。以上の結果から、演
者は馬クッシング病を疾患名としてあげ、病理組
織診断名をメラニン細胞刺激ホルモン産生腺腫と
し、稀少症例として報告していた。
　日高地方ではこの手の老齢馬はよく目にする。
サラブレッド種ではとくに15歳を過ぎるとPPID; 
Pituitary pars intermedia dysfunctionが起こりや
すくなり、15歳を1歳過ぎるごとにオッズ比で1.2
倍発症リスクが高くなると報告されている。海外
では、馬クッシング病よりもPPIDがよく用いられ
ている病名であるが、病態の本質を捉えるなら副
腎皮質過形成性のヒトのクッシング病とは異なる
ことから、このPPIDが病名としては相応しい。こ
の疾患の機序は、老化によって視床下部から下垂
体漏斗を通って中葉に至る神経の消失が進むと、
この神経が産生していたドーパミンが枯渇。下垂
体中葉では、ドーパミンがACTH産生細胞を抑制し
ているので、ドーパミンが出なくなるとACTH過剰
産生になってしまう。さらに、機序未解明だが、
ドーパミンはACTH産生細胞の増殖も抑制してい
るらしく、ドーパミン枯渇は中葉で細胞増殖の引
き金になってしまうと考えられている。このため、
日高では高齢繁殖雌馬や種雄馬で多毛症の馬では
PPIDが進行しており、生産地では枯渇したドーパ
ミンを補うため、そのアゴニストの投与などが実

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

践されている。
　興味深かったのは、北海道ではよく目にする疾
患だが、鹿児島では珍しいという点であった。視床
下部̶下垂体ホルモン系と密接に関連する日照時
間や気温の差が影響を与えているためかもしれな
い。

（桑野睦敏）

・ウマの心臓（JRA競走馬総合研究所）
　出題標本はサラブレッド、雌、2歳の心臓（右心
房）の10％中性緩衝ホルマリン固定，ＨＥ染色組
織標本で、臨床的には牧場からJRAのトレーニン
グセンターに輸送された翌日に起立不能となり、
懸命な治療にも拘わらず症状の改善が見られな
かったため安楽死とされた症例である。提出組織
である右心房と前大静脈境界部領域のホルマリン
固定後の肉眼観察では、同部の心筋は瀰漫性に白
色調を呈していた。組織学的には、白色領域には膠
原線維が増生しており、隣接した部分には心臓の
上位ペースメーカーである洞房結節が存在してい
た。膠原線維の増生が見られた領域の心筋は筋束
単位で変性・壊死により消失しており、線維化病巣
の一部にはヘモジデリンを貪食したマクロファー
ジが少数観察されるものの、炎症細胞の浸潤は殆
ど認められなかった。線維化病巣の周辺に残存す
る心筋線維は切れ込みや陥凹、萎縮や断片化を呈
していた。リンタングステン酸・ヘマトキシリン染
色では、それら心筋の殆どは横紋構造が消失し、血
管内に線維素血栓などは全く確認できなかった。
なお増生した膠原線維の内部やその周辺に存在す
る血管には、しばしば内膜が増生して内腔が狭窄
あるいは閉塞した動脈も観察された。以上の所見
から、本例では心臓の洞房結節付近に分布する血
管がなんらかの原因で狭窄し、この影響で心筋は
変性ないし壊死して膠原線維に置き換わり、また
洞房結節の機能（上位刺激）にも障害が波及したこ
とで、心機能が低下したため起立できなかったの
ではないかと推測された。観察された組織所見を
総合した病理組織診断名としては、「ウマの洞房結
節に隣接する右心房筋の限局性線維化」が提案さ
れた。発表後の討議では、参加者から心筋の線維化
の原因として普通円虫の子虫の栓塞との鑑別点に

ついて質問がなされ、出題者は血管内には虫体ら
しきものは全く確認できないことおよび子虫の栓
塞ならば線維化病変は広範囲に多発するはずであ
るが、本例では右心房の心筋に限局していたこと
から除外されると説明された。また血管の狭窄に
ついては、筋線維腫の可能性が質問されたが他の
参加者から否定され、米国においても馬のこの様
な病変は心臓の冠状動脈から分岐して洞房結節に
分布する動脈枝が何らかの原因で狭窄したことに
より線維化病変が形成されると考えられていると
の発言があり、最終的な組織診断名は、出題者の提
案が採択された。
　本研修会に出題された症例の組織診断名を以下
に記載する。

（片山芳也）

2．チュートリアルセミナー：WHO腫瘍分類・肝臓
腫瘍
○肝臓腫瘍の臨床像：臨床医の悩みとは ?

大野耕一(東京大学)
　画像検査で肝臓に“腫瘤”性病変が観察された場
合，これら腫瘤が腫瘍性か非腫瘍性かを鑑別する
ためにバイオプシー検査などが行われている。今
回，演者らは病理組織診断と非侵襲的な診断方法
を適切に選択することを推奨していた。特に，小型
の肝腫瘤に対しては第二世代超音波造影剤 (ソナ
ゾイド，第一三共) を用いた造影超音波検査が有効
であることが報告された。
　単一の大型腫瘤: イヌの肝臓に発生した単一の
大型腫瘤を病理組織学的に検索すると，肝細胞性
腫瘍 (肝細胞癌および肝細胞腺腫) あるいは結節
性過形成と診断されることが多い。近年，獣医領域
における CT 検査の普及によって，これら病変の 
CT 所見が蓄積されてきた。東京大学附属動物医療
センターでも，CT 造影によって腫瘤病変の性状や
周囲組織・臓器との関連性を検索しているが，これ
ら診断法のみでは腫瘤を完全に鑑別することは未
だ不可能である。しかし，針 (Tru- cut) 生検 や fine 
needle aspiration (FNA) 検査などの病理組織学的
検索でも腫瘍と過形成を鑑別できない例があるこ
と，検査に伴う出血のリスクがあることなどから，

演者らは生検による鑑別診断を積極的に行ってい
ないことを報告した。また，臨床学的には，腫瘤の
生物学的性状や悪性度はそれほど重要ではなく，
外科的切除の可否がより重要であるとのことで
あった。その理由として，孤立性肝細胞癌では摘出
後の再発・転移は稀であること，大型で血管に富む
結節性過形成は肝破裂を引き起こす可能性がある
ことが挙げられた。
　単一の小型腫瘤 (結節): 完全切除を行うことが
可能であるが，罹患例は無症状のことが多い。その
ため，肝葉切除の必要があるのかを判断する必要
がある。FNA 検査で肝細胞ではない腫瘍細胞が観
察されれば，転移あるいは肝細胞性腫瘍が疑われ
る。一方，肝細胞様の細胞が観察された場合，判断
に苦慮することが多い。そこで，演者らは造影超音
波検査や CT 造影を用いて腫瘤の性状を評価し，
外科的摘出の可否を判断している。
　多発性腫瘤: 転移性腫瘍や多発性の結節性過形
成が主な鑑別診断となるが，摘出の可能性がない
ため手術の可否で困惑することはない。しかし，悪
性腫瘍と結節性過形成の予後は大きく異なる。こ
のような場合，造影超音波検査が非常に有用な検
査方法であり，FNA 検査などを併用することで結
節性過形成と腫瘍の鑑別が可能になる。

（越智章仁）

な腎数値の低下および維持がなされている点につ
いても、他家ADSC投与による効果があったと考え
ている。その一方で、ADSC治療の効果に関しては
エビデンスが少ないため、今後のさらなる症例の
蓄積が必要であることを示した。
　他家ADSCを投与した後に病態が改善した本症
例の報告は貴重である。しかし、他家細胞による幹
細胞治療は、安全性および効果について十分な検
討がなされているわけではなく、不明な点も多く、
本症例においても治療効果が他家ADSC投与によ
るものかどうかは分かっていない。
　今後、獣医療における幹細胞治療に対する信頼
性を得るためには、まずは安全性を確保すること
が重要であるため、症例の積み重ねのみならず、体
系的な研究が必要であると考えられた。

（笠嶋快周）

○獣医再生医療の現在と未来 [パネル・ディスカッ
ション] 
　今後の獣医療における再生医療を適正に発展さ
せるために、パネル・ディスカッションが開催され
たため、その概要を報告する。

【趣旨】
　日本国内における獣医療分野において、細胞治
療をはじめとする再生医療はまだ始まったばかり
であり、細胞治療の治療効果、学術面、倫理面での
国内の臨床家とコンセンサスがとれているとはい
い難い状況である。しかしながら、動物病院では
個々の症例において奏効の報告もでてくると同時
に、大学や研究機関の基礎研究でも研究データが
蓄積されてきており、民間とアカデミアの連携は
今後の獣医再生医療の発展において必須である。
　このパネル・ディスカッションでは、大学に所属
するアカデミアを中心とする日本獣医再生・細胞
療法学会と、臨床現場で治療を実施する臨床獣医
師を中心とする日本獣医再生医療学会が一同に会
して、細胞療法のガイドラインの策定など、今後の
獣医再生医療の方向性について、忌憚なく、そして
発展的に議論することを目的とする。

【パネリスト】

石田卓夫（日本獣医再生医療学会　顧問）
畠賢一郎 (株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジ
ニアリング）
岸上義弘（岸上獣医科病院）
牛草貴博 (関内どうぶつクリニツク）
横山篤司（さくら動物病院 長野どうぶつ眼科セン
ター）
岡田邦彦（株式会社J-ARM代表取締役）
久末正晴（麻布大学 獣医学部獣医内科学第二研究
室）
枝村一弥（日本大学 生物資源学部獣医外科学研究
室）
田村勝利（倉敷芸術科学大学生命科学部 動物臨床
再生医療学研究室）
嶋田照雅（大阪府立大学 付属獣医臨床センター）

　最初の議論はガイドラインの策定に関する内容
であった。司会者および会場の一般臨床獣医師か
ら、ガイドラインが策定されることによって適正
な再生治療が推進されることが期待される一方
で、多くの規制がかかることによって、再生医療そ
のものが実施できなくなるのではないかという懸
念が述べられた。それに対して、臨床獣医師の立場
にあるパネリストは、一部の獣医師とペットオー
ナーとの間で、細胞療法に関する治療費およびそ
の効果に関して係争事案が存在していることを紹
介した上で、ガイドラインがないことによって治
療の必要性や費用の妥当性を判断できない現況が
あるため、早期のガイドライン策定が必要である
という意見を述べた。また、アカデミアの立場にあ
るパネリストからも、ガイドラインは多くの規制
を設けることが目的ではなく、既存の獣医療では
治療が難しい症例に対して「エビデンスに基づい
た安全な再生医療」を「十分なインフォームドコン
セント」の下に提供できるようにすることが目的
であるとの説明があった。その他、全員のパネリス
トがガイドラインの策定に賛成であった。
　次に、ガイドラインを策定するにあたって、検討
項目やスケジュール、およびガイドラインを発表
する団体の選定に関して議論がなされたが、検討
すべき事項が多岐にわたるため、今後は専門委員
会を立ち上げて話し合われることになった。

　最後に、再生医療が適用された症例報告におい
ては成功症例のみを取り扱うのではなく、効果が
認められなかった症例や有害事象が観察された症
例に関しても報告する機会が必要であり、その情

報を共有することが重要だとする意見が臨床獣医
師およびアカデミア双方のパネリストから述べら
れ、議論された。

(田村周久)

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　本学術集会は、日本獣医病理学専門家協会の主
催により、平成27年3月27～28日に大阪府立大学
で開催された。初日には「第55回獣医病理学研修
会」が、二日目にはセミナーとして「第4回比較動
物病理生涯教育セミナー」、「スライドセミナー：脳
腫瘍の治療を目指した基礎研究」、「チュートリアル
セミナー：WHO腫瘍分類・肝臓腫瘍」などの講演が
行われ、獣医病理学に関連した興味深い内容が盛
りだくさんで、非常に有意義な学術集会であった。

1．第55回獣医病理学研修会
　獣医病理学研修会は、獣医系大学の病理学研究
室およびその他の研究所ないし製薬会社などの病
理部門から一症例1枚の組織標本が提出され、そ
れらの組織標本セットが事前に各出題機関に配布
され、本研修会参加者は顕微鏡観察を行って、当日
その組織診断名について討論するものである。第
55回目の今回は26の機関から出題され、活発な討
論が繰り広げられた。我々JRAからもウマの心臓
を提出した。以下にその発表の概要および最終的
に付された診断名について記載する。

・馬の下垂体腫瘤　（鹿児島大学）
　提出標本は、サラブレッド種、21歳の雄の下垂
体腫瘤組織であった。当該馬は被毛が長く（多毛
症）、デキサメサゾン抑制試験で陽性、血中ACTH濃
度（正常値；30pg/mL以下）は259pg/mLと高値で
あった。剖検では、上腕骨骨折の他、下垂体の腫大

（3.8×3.0×2.2cm）を認めた。下垂体割面では大
部分が灰白色充実性で、一部出血を認めた。副腎の
顕著な腫大はなかった。提出標本はこの下垂体で
あった。
　組織学的には下垂体中葉の増生であった。増生

した細胞の免疫組織化学的特徴は、サイトケラチ
ン（AE1/AE3）にほとんどの増生細胞が陰性（一部
陽性）、神経膠細胞の主成分であるGFAPには陰性、
ACTHに陽性、毛色と関連が深いα-メラノサイト
刺激ホルモン(α-MSH)に陽性、MSHの前駆体プロ
オピオメラノコルチンに陽性、プロオピオメラノ
コルチンからつくられるβ̶エンドルフィンに陽
性を示した。これら染色結果は、下垂体の中間葉由
来細胞の増生を示唆していた。以上の結果から、演
者は馬クッシング病を疾患名としてあげ、病理組
織診断名をメラニン細胞刺激ホルモン産生腺腫と
し、稀少症例として報告していた。
　日高地方ではこの手の老齢馬はよく目にする。
サラブレッド種ではとくに15歳を過ぎるとPPID; 
Pituitary pars intermedia dysfunctionが起こりや
すくなり、15歳を1歳過ぎるごとにオッズ比で1.2
倍発症リスクが高くなると報告されている。海外
では、馬クッシング病よりもPPIDがよく用いられ
ている病名であるが、病態の本質を捉えるなら副
腎皮質過形成性のヒトのクッシング病とは異なる
ことから、このPPIDが病名としては相応しい。こ
の疾患の機序は、老化によって視床下部から下垂
体漏斗を通って中葉に至る神経の消失が進むと、
この神経が産生していたドーパミンが枯渇。下垂
体中葉では、ドーパミンがACTH産生細胞を抑制し
ているので、ドーパミンが出なくなるとACTH過剰
産生になってしまう。さらに、機序未解明だが、
ドーパミンはACTH産生細胞の増殖も抑制してい
るらしく、ドーパミン枯渇は中葉で細胞増殖の引
き金になってしまうと考えられている。このため、
日高では高齢繁殖雌馬や種雄馬で多毛症の馬では
PPIDが進行しており、生産地では枯渇したドーパ
ミンを補うため、そのアゴニストの投与などが実

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

践されている。
　興味深かったのは、北海道ではよく目にする疾
患だが、鹿児島では珍しいという点であった。視床
下部̶下垂体ホルモン系と密接に関連する日照時
間や気温の差が影響を与えているためかもしれな
い。

（桑野睦敏）

・ウマの心臓（JRA競走馬総合研究所）
　出題標本はサラブレッド、雌、2歳の心臓（右心
房）の10％中性緩衝ホルマリン固定，ＨＥ染色組
織標本で、臨床的には牧場からJRAのトレーニン
グセンターに輸送された翌日に起立不能となり、
懸命な治療にも拘わらず症状の改善が見られな
かったため安楽死とされた症例である。提出組織
である右心房と前大静脈境界部領域のホルマリン
固定後の肉眼観察では、同部の心筋は瀰漫性に白
色調を呈していた。組織学的には、白色領域には膠
原線維が増生しており、隣接した部分には心臓の
上位ペースメーカーである洞房結節が存在してい
た。膠原線維の増生が見られた領域の心筋は筋束
単位で変性・壊死により消失しており、線維化病巣
の一部にはヘモジデリンを貪食したマクロファー
ジが少数観察されるものの、炎症細胞の浸潤は殆
ど認められなかった。線維化病巣の周辺に残存す
る心筋線維は切れ込みや陥凹、萎縮や断片化を呈
していた。リンタングステン酸・ヘマトキシリン染
色では、それら心筋の殆どは横紋構造が消失し、血
管内に線維素血栓などは全く確認できなかった。
なお増生した膠原線維の内部やその周辺に存在す
る血管には、しばしば内膜が増生して内腔が狭窄
あるいは閉塞した動脈も観察された。以上の所見
から、本例では心臓の洞房結節付近に分布する血
管がなんらかの原因で狭窄し、この影響で心筋は
変性ないし壊死して膠原線維に置き換わり、また
洞房結節の機能（上位刺激）にも障害が波及したこ
とで、心機能が低下したため起立できなかったの
ではないかと推測された。観察された組織所見を
総合した病理組織診断名としては、「ウマの洞房結
節に隣接する右心房筋の限局性線維化」が提案さ
れた。発表後の討議では、参加者から心筋の線維化
の原因として普通円虫の子虫の栓塞との鑑別点に

ついて質問がなされ、出題者は血管内には虫体ら
しきものは全く確認できないことおよび子虫の栓
塞ならば線維化病変は広範囲に多発するはずであ
るが、本例では右心房の心筋に限局していたこと
から除外されると説明された。また血管の狭窄に
ついては、筋線維腫の可能性が質問されたが他の
参加者から否定され、米国においても馬のこの様
な病変は心臓の冠状動脈から分岐して洞房結節に
分布する動脈枝が何らかの原因で狭窄したことに
より線維化病変が形成されると考えられていると
の発言があり、最終的な組織診断名は、出題者の提
案が採択された。
　本研修会に出題された症例の組織診断名を以下
に記載する。

（片山芳也）

2．チュートリアルセミナー：WHO腫瘍分類・肝臓
腫瘍
○肝臓腫瘍の臨床像：臨床医の悩みとは ?

大野耕一(東京大学)
　画像検査で肝臓に“腫瘤”性病変が観察された場
合，これら腫瘤が腫瘍性か非腫瘍性かを鑑別する
ためにバイオプシー検査などが行われている。今
回，演者らは病理組織診断と非侵襲的な診断方法
を適切に選択することを推奨していた。特に，小型
の肝腫瘤に対しては第二世代超音波造影剤 (ソナ
ゾイド，第一三共) を用いた造影超音波検査が有効
であることが報告された。
　単一の大型腫瘤: イヌの肝臓に発生した単一の
大型腫瘤を病理組織学的に検索すると，肝細胞性
腫瘍 (肝細胞癌および肝細胞腺腫) あるいは結節
性過形成と診断されることが多い。近年，獣医領域
における CT 検査の普及によって，これら病変の 
CT 所見が蓄積されてきた。東京大学附属動物医療
センターでも，CT 造影によって腫瘤病変の性状や
周囲組織・臓器との関連性を検索しているが，これ
ら診断法のみでは腫瘤を完全に鑑別することは未
だ不可能である。しかし，針 (Tru- cut) 生検 や fine 
needle aspiration (FNA) 検査などの病理組織学的
検索でも腫瘍と過形成を鑑別できない例があるこ
と，検査に伴う出血のリスクがあることなどから，

演者らは生検による鑑別診断を積極的に行ってい
ないことを報告した。また，臨床学的には，腫瘤の
生物学的性状や悪性度はそれほど重要ではなく，
外科的切除の可否がより重要であるとのことで
あった。その理由として，孤立性肝細胞癌では摘出
後の再発・転移は稀であること，大型で血管に富む
結節性過形成は肝破裂を引き起こす可能性がある
ことが挙げられた。
　単一の小型腫瘤 (結節): 完全切除を行うことが
可能であるが，罹患例は無症状のことが多い。その
ため，肝葉切除の必要があるのかを判断する必要
がある。FNA 検査で肝細胞ではない腫瘍細胞が観
察されれば，転移あるいは肝細胞性腫瘍が疑われ
る。一方，肝細胞様の細胞が観察された場合，判断
に苦慮することが多い。そこで，演者らは造影超音
波検査や CT 造影を用いて腫瘤の性状を評価し，
外科的摘出の可否を判断している。
　多発性腫瘤: 転移性腫瘍や多発性の結節性過形
成が主な鑑別診断となるが，摘出の可能性がない
ため手術の可否で困惑することはない。しかし，悪
性腫瘍と結節性過形成の予後は大きく異なる。こ
のような場合，造影超音波検査が非常に有用な検
査方法であり，FNA 検査などを併用することで結
節性過形成と腫瘍の鑑別が可能になる。

（越智章仁）

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　本学術集会は、日本獣医病理学専門家協会の主
催により、平成27年3月27～28日に大阪府立大学
で開催された。初日には「第55回獣医病理学研修
会」が、二日目にはセミナーとして「第4回比較動
物病理生涯教育セミナー」、「スライドセミナー：脳
腫瘍の治療を目指した基礎研究」、「チュートリアル
セミナー：WHO腫瘍分類・肝臓腫瘍」などの講演が
行われ、獣医病理学に関連した興味深い内容が盛
りだくさんで、非常に有意義な学術集会であった。

1．第55回獣医病理学研修会
　獣医病理学研修会は、獣医系大学の病理学研究
室およびその他の研究所ないし製薬会社などの病
理部門から一症例1枚の組織標本が提出され、そ
れらの組織標本セットが事前に各出題機関に配布
され、本研修会参加者は顕微鏡観察を行って、当日
その組織診断名について討論するものである。第
55回目の今回は26の機関から出題され、活発な討
論が繰り広げられた。我々JRAからもウマの心臓
を提出した。以下にその発表の概要および最終的
に付された診断名について記載する。

・馬の下垂体腫瘤　（鹿児島大学）
　提出標本は、サラブレッド種、21歳の雄の下垂
体腫瘤組織であった。当該馬は被毛が長く（多毛
症）、デキサメサゾン抑制試験で陽性、血中ACTH濃
度（正常値；30pg/mL以下）は259pg/mLと高値で
あった。剖検では、上腕骨骨折の他、下垂体の腫大

（3.8×3.0×2.2cm）を認めた。下垂体割面では大
部分が灰白色充実性で、一部出血を認めた。副腎の
顕著な腫大はなかった。提出標本はこの下垂体で
あった。
　組織学的には下垂体中葉の増生であった。増生

した細胞の免疫組織化学的特徴は、サイトケラチ
ン（AE1/AE3）にほとんどの増生細胞が陰性（一部
陽性）、神経膠細胞の主成分であるGFAPには陰性、
ACTHに陽性、毛色と関連が深いα-メラノサイト
刺激ホルモン(α-MSH)に陽性、MSHの前駆体プロ
オピオメラノコルチンに陽性、プロオピオメラノ
コルチンからつくられるβ̶エンドルフィンに陽
性を示した。これら染色結果は、下垂体の中間葉由
来細胞の増生を示唆していた。以上の結果から、演
者は馬クッシング病を疾患名としてあげ、病理組
織診断名をメラニン細胞刺激ホルモン産生腺腫と
し、稀少症例として報告していた。
　日高地方ではこの手の老齢馬はよく目にする。
サラブレッド種ではとくに15歳を過ぎるとPPID; 
Pituitary pars intermedia dysfunctionが起こりや
すくなり、15歳を1歳過ぎるごとにオッズ比で1.2
倍発症リスクが高くなると報告されている。海外
では、馬クッシング病よりもPPIDがよく用いられ
ている病名であるが、病態の本質を捉えるなら副
腎皮質過形成性のヒトのクッシング病とは異なる
ことから、このPPIDが病名としては相応しい。こ
の疾患の機序は、老化によって視床下部から下垂
体漏斗を通って中葉に至る神経の消失が進むと、
この神経が産生していたドーパミンが枯渇。下垂
体中葉では、ドーパミンがACTH産生細胞を抑制し
ているので、ドーパミンが出なくなるとACTH過剰
産生になってしまう。さらに、機序未解明だが、
ドーパミンはACTH産生細胞の増殖も抑制してい
るらしく、ドーパミン枯渇は中葉で細胞増殖の引
き金になってしまうと考えられている。このため、
日高では高齢繁殖雌馬や種雄馬で多毛症の馬では
PPIDが進行しており、生産地では枯渇したドーパ
ミンを補うため、そのアゴニストの投与などが実

第89回日本感染症学会総会・学術講演会

　平成27年4月16日および17日の2日間、京都で
行われた第89回日本感染症学会総会・学術講演会
に参加したので、本学会において我々の研究に有
益と思われた演題の概要を以下に紹介します。

○肺炎におけるプロカルシトニン測定の有用性に
関する検討～西日本呼吸器内科医療推進機構　多
施設共同研究　中間報告～
伊藤 明広ら (大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央
病院)
　プロカルシトニン（PCT）は，細菌感染症におい
て特異的に上昇するバイオマーカーといわれてお

り，市中肺炎においてもPCT測定が肺炎の予後や
治療効果の予測に有用であると報告されている
が，多施設で前向きに検討された報告はない。そこ
で肺炎において，PCTおよびCRPを経時的に測定
し比較することで、予後や治療効果の予測に有用
であるかどうかを検討した。
　対象は，各参加施設において15歳以上の市中肺
炎あるいは医療介護関連肺炎の診断にて入院した
患者とした。入院時，入院3日あるいは4日目，入院
6日から8日目にそれぞれ測定したPCTあるいは
CRPを，PCTD1，PCTD3，PCTD7，CRPD1，CRPD3，
CRPD7とし、予後や初期治療効果のアウトカムと

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

の関連を比較した。
　症例は68例で男性42例，女性26例であった。年
齢中央値は77歳（33歳～91歳）。死亡患者は4例

（5.9%）であり，初期治療失敗患者は13例（19.1%）
であった。PCTD3/PCTD1≧1あるいはPCTD7 
/PCTD3≧1を満たす患者の死亡率と初期治療失
敗 率 は そ れ ぞ れ 2 0 % ，2 5 % で あ っ た が ，
CRPD3/CRPD1≧1あるいはCRPD7 /CRPD3≧1を
満たす患者においてはそれぞれ8%，24%であっ
た。
　CRPと比較し，PCTの経時的測定は，初期治療失
敗の評価の有用性は同等であるが，予後予測にお
いてはより有用であると考えられた。ただし登録
症例数が少ないため，今後さらに症例を蓄積し検
討する予定である、と演者らは報告した。
　ウマ医療におけるPCTの意義に関しては、ごく
わずかに報告があるものの、正常値あるいは疾患
別のPCT値等については不明な点が多い。そのた
め、ヒトと同様に細菌感染症あるいは敗血症のバ
イオマーカーとして有用であるかどうかは精査が
必要となる。また、ヒトPCTとウマPCTではアミノ
酸配列が一部分で大きく異なっており、ヒトPCT
の測定用として一般的に普及している市販のイム
ノクロマト法によるキットはウマPCTを正確に測
定できないため、ウマ医療へPCTを応用する際は
注意が必要である。

○感染症における血管特異的分子endocanの血清
濃度の経時的変化と敗血症との関連性の解析

妹尾 和憲ら (帝京大学)
　血管特異的分子endocanは血管内皮細胞にて産

生され，腫瘍の血管増生に関連することが知られ
るが，敗血症とも関連するという報告がある。しか
しながら，感染症全般での経時的推移は不明であ
る。今回，感染症症例について，血清endocan濃度
を経時的に測定し，敗血症との関連を解析した。
　2013年6月から2014年2月に当院内科に感染症
で入院し，研究の同意を得た患者を対象とした。入
院日，1-2病日，3-5病日，6-9病日の4ポイントで採
血し，endocan，C-reac t ive  prote in（CRP），
procalcitonin（PCT）の血清濃度を測定した。
　対象は78例で，敗血症は26例，非敗血症は52例
であった。全症例における血清endocan濃度の中
央値は，入院日は0.94ng/mLで，6-9病日で23%減
少した。CRP，PCTの中央値は 12 .7mg/dL，
0.0ng/mLで6-9病日にともに80%以上減少した。
入院時には敗血症症例は非敗血症症例よりも
endocanは高値であったが（中央値：1.06 ng/mL 
vs 0.70 ng/mL，P＝0.003），経過中に有意差は消
失した。CRP，PCTでは敗血症と非敗血症で差を認
めなかった。
　血清endocan濃度は感染症で上昇し，経過中も
高値が持続した。また，発症時には敗血症で高値と
なる傾向を認めた、と演者は報告した。
　ウマ医療においてendocanの意義は現在のとこ
ろ不明であるが、血管特異分子であることから、ウ
マ医療における重要な疾患である蹄葉炎におい
て、血管障害マーカーとなる可能性が考えられる
ことから今後の研究が待たれる。

（木下優太）

践されている。
　興味深かったのは、北海道ではよく目にする疾
患だが、鹿児島では珍しいという点であった。視床
下部̶下垂体ホルモン系と密接に関連する日照時
間や気温の差が影響を与えているためかもしれな
い。

（桑野睦敏）

・ウマの心臓（JRA競走馬総合研究所）
　出題標本はサラブレッド、雌、2歳の心臓（右心
房）の10％中性緩衝ホルマリン固定，ＨＥ染色組
織標本で、臨床的には牧場からJRAのトレーニン
グセンターに輸送された翌日に起立不能となり、
懸命な治療にも拘わらず症状の改善が見られな
かったため安楽死とされた症例である。提出組織
である右心房と前大静脈境界部領域のホルマリン
固定後の肉眼観察では、同部の心筋は瀰漫性に白
色調を呈していた。組織学的には、白色領域には膠
原線維が増生しており、隣接した部分には心臓の
上位ペースメーカーである洞房結節が存在してい
た。膠原線維の増生が見られた領域の心筋は筋束
単位で変性・壊死により消失しており、線維化病巣
の一部にはヘモジデリンを貪食したマクロファー
ジが少数観察されるものの、炎症細胞の浸潤は殆
ど認められなかった。線維化病巣の周辺に残存す
る心筋線維は切れ込みや陥凹、萎縮や断片化を呈
していた。リンタングステン酸・ヘマトキシリン染
色では、それら心筋の殆どは横紋構造が消失し、血
管内に線維素血栓などは全く確認できなかった。
なお増生した膠原線維の内部やその周辺に存在す
る血管には、しばしば内膜が増生して内腔が狭窄
あるいは閉塞した動脈も観察された。以上の所見
から、本例では心臓の洞房結節付近に分布する血
管がなんらかの原因で狭窄し、この影響で心筋は
変性ないし壊死して膠原線維に置き換わり、また
洞房結節の機能（上位刺激）にも障害が波及したこ
とで、心機能が低下したため起立できなかったの
ではないかと推測された。観察された組織所見を
総合した病理組織診断名としては、「ウマの洞房結
節に隣接する右心房筋の限局性線維化」が提案さ
れた。発表後の討議では、参加者から心筋の線維化
の原因として普通円虫の子虫の栓塞との鑑別点に

ついて質問がなされ、出題者は血管内には虫体ら
しきものは全く確認できないことおよび子虫の栓
塞ならば線維化病変は広範囲に多発するはずであ
るが、本例では右心房の心筋に限局していたこと
から除外されると説明された。また血管の狭窄に
ついては、筋線維腫の可能性が質問されたが他の
参加者から否定され、米国においても馬のこの様
な病変は心臓の冠状動脈から分岐して洞房結節に
分布する動脈枝が何らかの原因で狭窄したことに
より線維化病変が形成されると考えられていると
の発言があり、最終的な組織診断名は、出題者の提
案が採択された。
　本研修会に出題された症例の組織診断名を以下
に記載する。

（片山芳也）

2．チュートリアルセミナー：WHO腫瘍分類・肝臓
腫瘍
○肝臓腫瘍の臨床像：臨床医の悩みとは ?

大野耕一(東京大学)
　画像検査で肝臓に“腫瘤”性病変が観察された場
合，これら腫瘤が腫瘍性か非腫瘍性かを鑑別する
ためにバイオプシー検査などが行われている。今
回，演者らは病理組織診断と非侵襲的な診断方法
を適切に選択することを推奨していた。特に，小型
の肝腫瘤に対しては第二世代超音波造影剤 (ソナ
ゾイド，第一三共) を用いた造影超音波検査が有効
であることが報告された。
　単一の大型腫瘤: イヌの肝臓に発生した単一の
大型腫瘤を病理組織学的に検索すると，肝細胞性
腫瘍 (肝細胞癌および肝細胞腺腫) あるいは結節
性過形成と診断されることが多い。近年，獣医領域
における CT 検査の普及によって，これら病変の 
CT 所見が蓄積されてきた。東京大学附属動物医療
センターでも，CT 造影によって腫瘤病変の性状や
周囲組織・臓器との関連性を検索しているが，これ
ら診断法のみでは腫瘤を完全に鑑別することは未
だ不可能である。しかし，針 (Tru- cut) 生検 や fine 
needle aspiration (FNA) 検査などの病理組織学的
検索でも腫瘍と過形成を鑑別できない例があるこ
と，検査に伴う出血のリスクがあることなどから，

演者らは生検による鑑別診断を積極的に行ってい
ないことを報告した。また，臨床学的には，腫瘤の
生物学的性状や悪性度はそれほど重要ではなく，
外科的切除の可否がより重要であるとのことで
あった。その理由として，孤立性肝細胞癌では摘出
後の再発・転移は稀であること，大型で血管に富む
結節性過形成は肝破裂を引き起こす可能性がある
ことが挙げられた。
　単一の小型腫瘤 (結節): 完全切除を行うことが
可能であるが，罹患例は無症状のことが多い。その
ため，肝葉切除の必要があるのかを判断する必要
がある。FNA 検査で肝細胞ではない腫瘍細胞が観
察されれば，転移あるいは肝細胞性腫瘍が疑われ
る。一方，肝細胞様の細胞が観察された場合，判断
に苦慮することが多い。そこで，演者らは造影超音
波検査や CT 造影を用いて腫瘤の性状を評価し，
外科的摘出の可否を判断している。
　多発性腫瘤: 転移性腫瘍や多発性の結節性過形
成が主な鑑別診断となるが，摘出の可能性がない
ため手術の可否で困惑することはない。しかし，悪
性腫瘍と結節性過形成の予後は大きく異なる。こ
のような場合，造影超音波検査が非常に有用な検
査方法であり，FNA 検査などを併用することで結
節性過形成と腫瘍の鑑別が可能になる。

（越智章仁）

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　平成27年4月16日および17日の2日間、京都で
行われた第89回日本感染症学会総会・学術講演会
に参加したので、本学会において我々の研究に有
益と思われた演題の概要を以下に紹介します。

○肺炎におけるプロカルシトニン測定の有用性に
関する検討～西日本呼吸器内科医療推進機構　多
施設共同研究　中間報告～
伊藤 明広ら (大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央
病院)
　プロカルシトニン（PCT）は，細菌感染症におい
て特異的に上昇するバイオマーカーといわれてお

り，市中肺炎においてもPCT測定が肺炎の予後や
治療効果の予測に有用であると報告されている
が，多施設で前向きに検討された報告はない。そこ
で肺炎において，PCTおよびCRPを経時的に測定
し比較することで、予後や治療効果の予測に有用
であるかどうかを検討した。
　対象は，各参加施設において15歳以上の市中肺
炎あるいは医療介護関連肺炎の診断にて入院した
患者とした。入院時，入院3日あるいは4日目，入院
6日から8日目にそれぞれ測定したPCTあるいは
CRPを，PCTD1，PCTD3，PCTD7，CRPD1，CRPD3，
CRPD7とし、予後や初期治療効果のアウトカムと

The 3rd International Symposium on Neglected Influenza Viruses

　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）

の関連を比較した。
　症例は68例で男性42例，女性26例であった。年
齢中央値は77歳（33歳～91歳）。死亡患者は4例

（5.9%）であり，初期治療失敗患者は13例（19.1%）
であった。PCTD3/PCTD1≧1あるいはPCTD7 
/PCTD3≧1を満たす患者の死亡率と初期治療失
敗 率 は そ れ ぞ れ 2 0 % ，2 5 % で あ っ た が ，
CRPD3/CRPD1≧1あるいはCRPD7 /CRPD3≧1を
満たす患者においてはそれぞれ8%，24%であっ
た。
　CRPと比較し，PCTの経時的測定は，初期治療失
敗の評価の有用性は同等であるが，予後予測にお
いてはより有用であると考えられた。ただし登録
症例数が少ないため，今後さらに症例を蓄積し検
討する予定である、と演者らは報告した。
　ウマ医療におけるPCTの意義に関しては、ごく
わずかに報告があるものの、正常値あるいは疾患
別のPCT値等については不明な点が多い。そのた
め、ヒトと同様に細菌感染症あるいは敗血症のバ
イオマーカーとして有用であるかどうかは精査が
必要となる。また、ヒトPCTとウマPCTではアミノ
酸配列が一部分で大きく異なっており、ヒトPCT
の測定用として一般的に普及している市販のイム
ノクロマト法によるキットはウマPCTを正確に測
定できないため、ウマ医療へPCTを応用する際は
注意が必要である。

○感染症における血管特異的分子endocanの血清
濃度の経時的変化と敗血症との関連性の解析

妹尾 和憲ら (帝京大学)
　血管特異的分子endocanは血管内皮細胞にて産

生され，腫瘍の血管増生に関連することが知られ
るが，敗血症とも関連するという報告がある。しか
しながら，感染症全般での経時的推移は不明であ
る。今回，感染症症例について，血清endocan濃度
を経時的に測定し，敗血症との関連を解析した。
　2013年6月から2014年2月に当院内科に感染症
で入院し，研究の同意を得た患者を対象とした。入
院日，1-2病日，3-5病日，6-9病日の4ポイントで採
血し，endocan，C-reac t ive  prote in（CRP），
procalcitonin（PCT）の血清濃度を測定した。
　対象は78例で，敗血症は26例，非敗血症は52例
であった。全症例における血清endocan濃度の中
央値は，入院日は0.94ng/mLで，6-9病日で23%減
少した。CRP，PCTの中央値は 12 .7mg/dL，
0.0ng/mLで6-9病日にともに80%以上減少した。
入院時には敗血症症例は非敗血症症例よりも
endocanは高値であったが（中央値：1.06 ng/mL 
vs 0.70 ng/mL，P＝0.003），経過中に有意差は消
失した。CRP，PCTでは敗血症と非敗血症で差を認
めなかった。
　血清endocan濃度は感染症で上昇し，経過中も
高値が持続した。また，発症時には敗血症で高値と
なる傾向を認めた、と演者は報告した。
　ウマ医療においてendocanの意義は現在のとこ
ろ不明であるが、血管特異分子であることから、ウ
マ医療における重要な疾患である蹄葉炎におい
て、血管障害マーカーとなる可能性が考えられる
ことから今後の研究が待たれる。

（木下優太）

　2015年3月6日に動物衛生研究所で開催された
第200回つくば病理談話会に参加したので，興味
深い演題に関してその概要を報告する。

No.363 豚の肺
　母豚70頭規模の一貫農場の肥育豚 (70-140日
齢) に発咳・腹式呼吸が認められた。その後，同豚舎
で飼育していた半数の個体が呼吸器症状を呈し
た。死亡豚は少なく，発症群にはマイコプラズマワ
クチン（3日齢），PCV２ワクチン（21日齢），胸膜肺

炎ワクチン（60-70日齢），豚オーエスキーワクチ
ン（70-80日齢）を接種していた。なお，その他の豚
舎で同様の臨床症状は認められなかった。
　ウイルス学的検索では，肺組織から豚インフル
エンザウイルス (H1N2) が分離された。ペア血清
を用いた赤血球凝集抑制試験 (HI) 試験では，4倍
以上の抗体価の上昇が認められた。また，分子生物
学的検索によって，肺からPRR Sウイルス，
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) ならびに 
Mycoplasma hyorhinis (Mhr) 特異遺伝子が検出さ

れた。その他の臓器から病原体は検出されなかっ
た。
　血液・生化学的試験では，ヘマトクリット値の低
下 (12%)，フィブリノーゲンの上昇 (0.7 g/dl) お
よび低血糖 (32 mg/dl) が認められた。
　剖検例は108日齢の去勢雄で，家畜保健所への
輸送中に死亡した。発育は良好であった。肺は全葉
にわたって水腫性で，びまん性から多病巣性に暗
赤色を呈していた。その他の部位には，虚脱不全な
らびに点状出血が認められた。気管内には白色含
泡漿液が充満していた。気管および肺リンパ節は
充血し腫大していた。なお，その他の臓器に異常は
認められなかった。
　病理組織学的には，多病巣性から癒合性の出血
ならびに壊死，気管支から細気管支にわたる上皮
細胞の扁平化，壊死および脱落が見られ，気管支内
には上皮細胞や炎症細胞が貯留していた。また，気
管支周囲には軽度から中等度のリンパ濾胞の形
成，小血管内には線維素性血栓の形成が観察され
た。気管および肺リンパ節では，血液吸収および洞
カタルが認められた。免疫組織化学的検索では，細
気管支および肺胞上皮において豚インフルエンザ
ウイルス抗原陽性，細気管支および肺胞内貯留物
が Mhp 強陽性，Mhr 弱陽性を示した。また，壊死
領域を中心にグラム陰性菌（一部は抗E. coli 抗体
陽性）が観察された。なお，PRRSウイルス特異抗原
は検出されなかった。

【診断】
　組織診断　豚のMycoplasma hyopneumoniae 抗
原を伴う豚インフルエンザウイルス (H1N2) によ

る壊死性気管支炎およびグラム陰性菌を伴う肺の
巣状壊死
　疾病診断　Mycoplasma hyopneumoniae 感染を
伴う豚インフルエンザ

　豚インフルエンザは豚の急性呼吸器疾患であ
り，感染豚は発熱や呼吸器症状を呈する。死亡率は
低く，感染1週間以内に治癒することが多い。病理
組織学的には，気管支粘膜上皮の変性，壊死および
脱落，気管支内における炎症性細胞の貯留などを
特徴とする。一方， Mhr やMhpによって引き起こ
される豚マイコプラズマ病では，気管支周囲にお
けるリンパ球の浸潤およびリンパ濾胞の形成が特
徴である。本症例では，これらの組織所見に加え
て，肺実質において巣状壊死が観察された。これら
壊死領域にはグラム陰性細菌が観察され，これら
の細菌が病変形成に関与している可能性が示唆さ
れた。また，炎症反応によって産生されたサイトカ
インによって壊死が誘発した可能性も提議され
た。このことから，アクチノバチラス属菌などの関
与を否定するために，免疫組織化学的検索を行う
べきであるとの意見が多数を占めた。また，マイコ
プラズマと豚インフルエンザウイルスのどちらが
先行感染であるのかについても討議が行われた。
リンパ濾胞の形成が認められたこと，マイコプラ
ズマの先行感染によって豚インフルエンザの症状
が増悪した報告例があることなどから，演者らは
マイコプラズマ感染が先行した可能性を示した。
しかし，リンパ濾胞形成が軽度であることから，よ
り詳細な検討が必要であるとの指摘がなされた。

（越智章仁）
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　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）
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　2015年4月15日-17日に、ジョージア州アセン
スにあるジョージア大学のカンファレンスセン
ターにおいて、標記の学術集会が開催され、筆者は
参加・口頭発表する機会を得た。本シンポジウムの
第1回は2010年2月に米国フロリダ州で、第2回は
アイルランドのダブリンで行われている。同シン

ポジウムは、International Society for Influenza 
and other Respiratory Virus Disease（ISIRV)とい
う組織が主催するものであり、研究者人口の多い
ヒトのインフルエンザと鳥インフルエンザを除い
たインフルエンザウイルスに関する調査研究の発
表の場として位置づけられている。その条件では、

ウマ、イヌ、ブタと海獣が当てはまる。第1-2回は、
比較的、それらの中での演題数のバランスが取ら
れていた。しかし、今回は、2009年のブタインフル
エンザの人への伝播から6年経ち、様々な調査研
究の結果がまとまってきた段階での養豚業が盛ん
な米国での開催ということもあり、ブタに関する
演題が口頭演題の約半分を占めていた。以下に、筆
者自身が発表してきた演題と、興味深く感じた演
題について、そのあらましを紹介する。

○The evaluation of twenty two rapid antigen 
detection (RAD) tests in the diagnosis of equine 
Influenza 

山中隆史ら(JRA競走馬総合研究所栃木支所)
　馬インフルエンザウイルス（EIV）は、重要な馬の
病原体であり伝染性が強く、迅速な診断に基づく
感染馬の隔離は、本症の拡散を抑制する上で有効
な手段であることが過去に示されている。筆者ら
は、2006年にベクトンディッキンソン社の
Directigenと富士レビオ社のエスプラインが、馬イ
ンフルエンザ（EI）診断に有用な迅速診断（RAD）
キットであるということを報告した。そして、
2007年の日本でのEIの流行時は、それらを用いた
迅速診断が疾病の拡散低減に役立てられた。しか
し、2009年のブタ由来の新型インフルエンザウイ
ルス（H1N1pdm）に対して、当時のRADキットの検
出感度が低いことが問題視され、RADキットの多
くが改良され、淘汰されたキットもある。事実、上
述した2つのRADキットはともに、外観も仕様も大
きく変更された。特に、前者のキットは完全に廃止
され、名称も変更された新製品に置き換えられた

（Directigen→Examan）。一方で、多くの新しいRAD
キットが市場に出回るようになった。筆者が調べ
た限り、2015年春の時点で、日本では22種類の
RADキットが市販されている。
　これらのキットの原理は、A（およびB）型インフ
ルエンザウイルスの核蛋白質との抗原抗体反応で
あり、それらのキットは、原則として、ヒトの季節
性インフルエンザウイルス（H3N 2および
H1N1pdm）の診断に対しての精度が保証され、診
断薬としてのライセンスを受けている。上述した
ように、Directigenが廃止され、エスプラインが仕

様変更された現在では、多くのRADキットが市場
に存在するにもかかわらず、EIの診断精度に関し
て報告されたRADキットは存在しない。本研究の
目的は、日本で市販されている22種類のRADキッ
ト間の馬インフルエンザ（EI）に対する診断精度に
ついて調査することである。
　A/equine/Kildare/2/2010（H3N8）を5倍階段希
釈し、22種類のRADキットの検出限界について調
べた。その結果、2種類のRADキットはウイルス原
液（107.7 EID50 /mL）中のEIVさえも検出することが
できなかった。一方、22種類の内20種類のRAD
キットは、EIVを検出したが、その検出限界には
キット間で125倍ものばらつきが認められた

（107.0-104.9EID50 /mL）。次に、優れた検出限界を示
した5キットについて、分子生物学的検査

（ R T - P C R ,  r e a l - t i m e  R T - P C R  a n d  
RT-Loop-Mediated Isothermal Amplification）との
間で、検出限界を比較したところ、最も優れた検出
限界を示した4つのキット（104.9 EID50 /mL）でさ
えも、いずれの分子生物学的検査よりも125倍あ
るいは625倍感度が低かった。また、感染実験馬か
ら得た鼻咽頭スワブを用いて、分子生物学的検査
と上記4つのキットの検出感度を比較したとこ
ろ、いずれのキットもEIVの検出期間は、上記の分
子生物学的検査によるEIV検出期間よりも有意に
短かった。さらに、上記4つのキットについて、野
外材料を用いて診断の精度を検討したところ、
Examan（ベクトンディッキンソン）, Quick Chaser

（ミズホメディー） およびImmunoAce（タウンズ）
は、いずれも特異性が高く、また、感度は分子生物
学的検査の約70（67-73）%であった。
　本研究は、市販されているRADキットのEIVに対
する感度は、キット間で相当の差異が存在してお
り、EIの診断のためには、適切なRADキットを使用
前に選択しておく重要性を示した。また、たとえ、
最も検出感度に優れるRADキットを使用したとし
ても、陰性結果のうち、約30%は偽陰性の可能性が
存在することが示された。以上のことは、RADキッ
トで得られた陰性結果は、分子生物学的検査によ
り再検査されるべきであることを示唆している。

○Vaccine breakdown in an outbreak of equine 
influenza
Angie Dannerら（St. Jude Children’s Research 
Hospital）
　2014年10月に、米国テネシー州の乗馬クラブ
内で発生したEIの流行に関する報告である。10月
9から17日にかけて、12頭のウマがトレッキング
に出かけた。それらのウマが戻ったのち、繋養馬
90頭の内、14頭が突然、発熱や急性呼吸器症状を
示し、馬インフルエンザと診断され、10月19日に
ウマの移動制限が開始された。最終的に計22頭が
発症した。繋養馬のほとんどはワクチン[Calvenza, 
ベーリンガーインゲルハイム, 株：Ohio03（フロリ
ダ亜系統クレード1）, Kentucky95（ケンタッキー
亜系統）, Newmarket93（ユーラシア系統）]を流行
の6-8か月前に受けていた。しかし、それ以前のワ
クチン歴は様々で、毎年必ず受けていたウマもい
れば、そうではなかったものなどが混在していた
らしい。症状の程度は、7-12日の治療期間、4-6週
間の休養、および発熱は38.3-40.2℃とのことで
あった。遺伝子解析の結果、分離株はフロリダ亜系
統クレード1に属しており、今回の流行は、OIEが
フロリダ亜系統クレード1株として推奨する
Ohio03を含むワクチンの接種を受けた馬群での
初の同クレード株による流行であり（演者曰く、
vaccine breakdown）、推奨株の見直し（revisit）が
必要であると結論していた。さらに演者らは、
Ohio03と流行株とを比較して、H3の抗原決定部
位上に3個のアミノ酸置換が生じていることを根

拠としてあげていた。
　筆者がこの発表について感じた問題点は、以下
のとおりである。
１．発症馬22頭における発症の定義が明確ではな

い（少なくとも発熱時の体温の幅がありすぎ
る）。

２．最終ワクチン歴以前のワクチン履歴が明確で
はない。

３．遺伝子に関するデータのみしか示されておら
ず（それも、GenBankなどの公的データベース
上には公開されていない）、実際の表現型（抗原
性）が示されていない。

　1および2については、ワクチンの効果を吟味す
る上で、必ず付きまとう問題である。本発表で示さ
れた内容だけでは、あまりに大雑把過ぎて評価の
しようがない。3については、I62K (Site E), A138S 
(Site A), N188T (Site B)の3か所のアミノ酸置換を
指していることが、スライドで示されていた。しか
し、これら3か所のアミノ酸置換は、2012年のケン
タッキーでの分離株において、既にみられていた
ものである。筆者は、実際に、それらのアミノ酸置
換を有するケンタッキーの2012年分離株を輸入
し、馬抗血清を用いた交差中和試験により抗原性
解析を行い、South Africa03 (Ohio03と同じアミノ
酸配列を持つクレード1株)の抗血清のそれらケン
タッキー2012年株に対する中和反応性は、全く低
下していなかったことを確認している。

（山中隆史）
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催事案内

第28回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ

日時：2015年11月30日（月）12：30より
　　　　　　12月  1日（火）  8：30より
場所：東京大学農学部　弥生講堂（一条ホール、
アネックス・セイホク）、３号館教授会室
プログラム ：
　11月30日（月）
　　一般講演・特別講演・学会賞受賞講演・奨励賞
　　受賞講演
　　企業提供セミナー・企業展示・JRAとの合同懇
　　親会
　12月1日（火）
　　一般講演・優秀発表賞候補講演・企業提供セミ
　　ナー
　　臨床委員会企画シンポジウム・定時総会・企業
　　展示
　なお、11月30日(月)は、第57回JRA競走馬に関す
る調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：会員3000円　　非会員5000円
　　　  学生1000円（会員・非会員を問わず）

【特別講演】
テーマ：韓国における馬文化の現状と展望 ー韓国
在来馬（チョ ランマル）の保護活動と韓国馬文化
の発展ー
講演者：康　珉秀（カン　ミンス）（済州大学）

【学会賞受賞講演】
テーマ：ウマのゲノム解析および遺伝学的研究
講演者：戸崎晃明（競走馬理化学研究所）
テーマ：生産地で応用可能な馬の繁殖性向上技術
に関する研究
講演者：南保泰雄（帯広畜産大学）

【奨励賞受賞講演】
テーマ：生物ならびに文化の多様性を担う日本在
来馬の保全に関する研究 
講演者：高須正規（岐阜大学）

【臨床委員会企画シンポジウム】
テーマ：ウマ獣医療における抗菌薬療法

問い合わせ先
○日本ウマ科学会事務局

【ADD】〒320-0856　栃木県宇都宮市砥上町321-4
　　　ＪＲＡ競走馬総合研究所内

【TEL】028-648-5099　
【FAX】028-647-0686
【E-mail】e-office@center.equinst.go.jp
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平成18年３月29日改定

平成21年１月４日改定

平成23年６月６日改定

１．発刊の目的

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

載する普及誌（学術誌ではない）とする。

２．投稿資格

　　投稿は、日本中央競馬会の役職員およびその関係諸団体の役職員、日本ウマ科学会会員、ならびに編集委員

会が特に認めたものとする。

３．原稿の掲載

　　原稿の掲載については、編集委員会で協議し、編集委員長が決める。

４．原稿の提出

　　原稿の提出は、原則として編集委員を通じて行うものとする。外部の投稿者は、編集主幹に提出するものとする。

５．掲載の分類

　　本誌は、掲載内容により、研究コーナー（レポート、ノート）、総説、解説記事、技術コーナー（各種技術講座など）、

特別記事、トピック、随筆、研修・セミナー、情報コーナー（衛生情報、学会見聞記など）、催事案内その他に

区分して掲載する。

６．発行回数

　　本誌の発行回数は、原則として年 4 回とする。

７．別刷りの贈呈

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

８．雑則

　　その他、この規定に定めのない事柄は、編集委員会の協議を経て別に定める。



「馬の科学」執筆要領
１．原稿の作成

　原稿は、A4 版横書きとし、ワープロソフト（Microsoft Word が望ましい）を用いて、
下記の留意事項に従って作成して下さい。
２．校正

　校正は、原則として執筆者は初校の１回のみとし、再校および三校以上は編集主幹並
びに印刷所が行うものとします。
３．転載の承認

　本誌は、普及誌（学術誌ではありません）です。原稿作成にあたり、他の文献などか
ら図表を引用する場合には、その転載許可は原則として著者の責任で行って下さい。
４．用語

　専門用語は、原則として日本語で記し、英語訳が必要と思われる場合には、日本語の
後に付記して下さい。付記する英語は、本文の最初に出てくる場所のみとします。動・
植物名および外国の国名は、原則としてカタカナで表記して下さい。学名はイタリック
体で、度量衡の単位と略号は、CGS 単位または国際単位（SI 単位）を用いて下さい。
数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献

　記載方法は、一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）

　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先

〒320-0856　栃木県宇都宮市砥上町 321-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所

「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@center.equinst.go.jp
電話：028-647-0650（代表）
ファクシミリ：028-647-0686

※許可なく記事の転載を禁じます

馬　　の　　科　　学 52巻3号（通刊475号）
平成27年9月15日

間　弘子　主幹：　石田信繁
岡田裕二、片山芳也、神谷和宏、桑野睦敏
近藤高志、高橋敏之、羽田哲朗、吉原英留

日本中央競馬会競走馬総合研究所
〒320-0856　栃木県宇都宮市砥上町321-4
電話　028-647-0650（代）
下野印刷株式会社
〒320-0061　栃木県宇都宮市宝木町1丁目28番11号
電話　028-622-6953（代）
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