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馬の細菌性外眼部疾患に対するロメフロキサシンの有効性および安全性
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広範囲の季節的な遺伝子発現は、ヒトの免疫および

　生理において周年性の変化を示す

個々の乗用馬における速歩の対称性に対する前肢不同蹄の運動機能への影響
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。

参考文献
  1．Aldridge, K.E., Henderberg, A. and Sanders, 
C.V. 1989. Lomefloxacin (SC 47111 or 
NY-198), a new diofluorinated quinolone: 
comparison of the in vitro activity with other 
broad spectrum antimicrobials against 
Enterobacteriaceae, Acinetobacter spp, 
A e r omon a s  s p p ,  a n d  P s e u d omona s  
aeruginosa. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 12: 
1-6.

  2．E r j o n gman e e ,  S . ,  K a s e t s uwan ,  N . ,  
Phusitphoykai, N., Puangsricharern, V. and 
Pariyakanok, L. 2004. Clinical evaluation of 
ophthalmic lomefloxacin 0.3% in comparison 
with fortified cefazolin and gentamicin 
ophthalmic solutions in the treatment of 
presumed bac ter ia l  kera t i t i s .  J .  Med .  
Assoc.Thai. 87: 83-90.

  3．Fukuda, M. and Sasaki, K. 1986. Penetration 
of topically administered ofloxacin into ocular 

tissues [in Japanese]. Folia Ophthalmol. Jpn. 
37: 823- 828.

  4．Fukuda, S.,Mikitani, M.,Ueda, T.,Inatomi, M., 
Koide, R., Kurata, N., Uchida, E., Yasuhara, H., 
Uchida, N.,Kanda, Y., Yamazaki, Y., Kiuchi, Y. 
and  Oguch i ,  K .  1995 .  App l i ca t ion  o f  
microdialysis for pharmacokinetic study in 
rabbit anterior chamber [in Japanese]. J. Jpn. 
Ophthalmol. Soc. 99: 400-405.

  5．Giuliano, E. A. 2011. Equine Ocular Adnexal 
and Nasolacrimal Disease. pp. 133-180. In: 
Equine Ophthalmology, 2nd ed. (Gilger, B. C. 
ed.), Elsevier, Inc., Maryland Heights.

  6．Hendrix, D. V., Stuffle, J. L. and Cox, S. K. 
2007. Pharmacokinetics of topically applied 
ciprofloxacin in equine tears. Vet. Ophthalmol. 
10: 344-347.

  7．Hirose, T., Okezaki, E., Kato, H., Ito, Y., Inoue, 
M. and Mitsuhashi, S. 1987. In vitro and in 
vivo activity of NY-198, a new difluorinated 
quinolone. Antimicrob. Agents Chemother. 31: 
854‒859.

  8．Jauch, A., Fsadni, M. and Gamba, G. 1999. 
Meta-analysis of six clinical phase III studies 
comparing lomefloxacin 0.3% eye drops twice 
daily to five standard antibiotics in patients 
with acute bacterial conjunctivitis. Graefes. 
Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 237: 705-713.

  9．Ju s t ,  P .  M .  1 993 .  O v e r v i ew  o f  t h e 
fluoroquinolone antibiotics. Pharmacotherapy 
13: 4S-17S.

10．Keller, R. L. and Hendrix, D. V. 2005. Bacterial 
isolates and antimicrobial susceptibilities in 
equ ine  bac te r i a l  u l ce ra t i ve  kera t i t i s  
(1993--2004). Equine Vet. J. 37: 207-211.

11．Kuriyama, H., Samejima, S., Morisaki, M. and 
Kinoshita, K. 1993. Efficacy of lomefloxacin 
ophthalmic solution in experimental corneal 
infections by P. aeruginosa and S. epidermidis 
in rabbits [in Japanese]. Folia Ophthalmol. Jpn. 
44: 434-444.

12．Marino, C., Paladino, G. M., Scuderi, A. C., 

Trombetta, F., Mugridge, K. and Enea, V. 
2005. In vivo toxicity of netilmicin and 
ofloxac in  on in tact  and mechanica l ly  
damaged eyes of rabbit. Cornea 24: 710-716.

13．McLaughlin, S. A., Brightman, A. H., Helper, L. 
C., Manning, J. P. and Tomes, J. E. 1983. 
Pathogenic bacteria and fungi associated with 
extraocular disease in the horse. J. Am. Vet. 
Med. Assoc. 182: 241-242.

14．Ministry  of  Agr icul ture ,  Forestry  and 
Fisheries. 2009. Effectiveness evaluation 
indicator in cl inical  tr ia l  of  ant ibiot ic  
preparation for animal. About the handling of 
clerical work related to the drug legislation.

15．Moore, C. P., Collins, B.K. and Fales, W. H. 
1995. Antibacterial susceptibility patterns for 
microbial isolates associated with infectious 
keratitis in horses: 63 cases (1986-1994). J. 
Am. Vet. Med. Assoc. 207: 928-933. 

16．Moore, C. P., Fales, W. H., Whittington, P. and 
Bauer, L. 1983. Bacterial and fungal isolates 
from Equidae with ulcerative keratitis. J. Am. 
Vet. Med. Assoc. 182: 600-603.

17．Ooishi, M., Oomomo, A., Sakaue, F., Tazawa. 
H., Miyao, M., Kuriyama, H., Ikejiri, Y. and 
Sameshima, S. 1988. Studies on intraocular 
penetration of NY-198 (Lomefloxacin) eye 
drops [in Japanese]. Acta Soc. Ophthalmol. Jpn. 
92: 1825-1832.

18．Piddock, L. J., Hall, M. C. and Wise, R. 1990. 
Mechanism of  act ion of  lomefloxacin .  
A n t im i c r o b .  A g e n t s  C h emo t h e r .  3 4 :  
1088‒1093. 

19．Sato, H., Fukuda, S.,  Inatomi, M., Koide, R., 
Uchida, N., Kanda, Y., Kiuchi, Y. and Oguchi, 
K. 1996. Pharmacokinetics of norfloxacin and 
lomefloxacin in aqueous humour analysed by 
microdialysis [in Japanese]. J. Jpn. Ophthalmol. 
Soc. 100: 513-519.

20．Sauer, P., Andrew, S. E., Lassaline, M., Gelatt, 
K. N. and Denis, H. M. 2003. Changes in 
antibiotic resistance in equine bacterial 

メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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研究レポート

馬の細菌性外眼部疾患に対する
ロメフロキサシンの有効性および安全性

日高修平1)・小林光紀1)・安藤邦英1)・藤井良和1)

はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

要約

　ロメフロキサシンは、フロオロキノロン系の広範囲スペクトル抗生物質で細菌性外眼部疾患の治療
に用いられる。本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対してロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効
性と安全性を検討した。臨床所見から細菌性外眼部疾患と診断された65頭を対象とし、0.3％ロメフロ
キサシン点眼液を1日3回、最低2日間、最大5日間連続で点眼した。点眼開始時、開始後2日・5日および点
眼中止・終了時に、臨床症状の観察および細菌学的検査を行った。対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で
22菌属47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった。採材時にコンタミネーションが生じていたと思わ
れる1頭と陰性馬1頭を除いた63頭を有効性評価の対象としたところ、最終点眼後には54頭が臨床学的
に有効と判定された。細菌学的検査試料より検出された主な菌種はStaphylococcus  aureus、
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、Staphylococcus xylosus、Staphylococcus 
vitulinus、Enterobacter agglomerans、Flavimonas oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これらの最
終点眼後累積消失率は80％以上であった。最終点眼後には細菌検査が実施されなかった1頭を除く62
頭を細菌学的評価の対象としたところ、95％以上の対象馬で開始時の菌の一部あるいはすべてが検出
されなかった。65頭中1頭で有害事象がみられたが、点眼薬との因果関係は認められなかった。以上の結
果から、ロメフロキサシンは馬の細菌性外眼部疾患の治療に有効で安全性に問題はないことが示唆さ
れた。

1)Hidaka Shuhei, Kobayashi Mitsutoshi, Ando Kunihide, Fujii Yoshikazu : 軽種馬育成調教センター
※本論文は、Journal of Veterinary Medical Science 77(7): 829-835, 2015に掲載されたものを一部改編し、和訳したものである。

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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表1　臨床症状の観察項目および判定基準

表2　試験開始時に検出された菌（属）および最小
発育阻止濃度（MIC）はじめに

　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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表3　有効性評価対象馬における細菌検査成績（種）

表4　有効性評価対象馬の総臨床スコアおよび有効率

表5　臨床症状の項目別の臨床スコア

はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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性が優れており［4, 19］、涙液中に長時間滞留し
［3, 17］、刺激性が低いことが報告されている
［21］。ロメフロキサシンはこれまでに人の細菌性
外眼部疾患に対してその有効性と安全性が報告さ
れているが［2, 8］、馬においてはなされていない。
そこで本研究では、馬の細菌性外眼部疾患に対し
てロメフロキサシン点眼薬を用い、その有効性と
安全性について検討した。

材料および方法
　試験対象は、臨床所見から細菌性外眼部疾患（細
菌性結膜炎、角膜炎、眼瞼炎）と診断された65頭と
した。対象馬の月齢は平均83±101ヵ月、体重は平
均411±176㎏、品種はほとんどがサラブレッド
（n=61, 93.8%）で、一部に雑種および半血種（n=4, 
6.2%）が含まれていた。性別は雄が29頭（44.6%）、
雌が36頭（55.4%）であった。供用目的は競走馬
（n=41, 63.1%、競走用に育成されているものを含
む）が最も多く、次いで繁殖雌馬（n=11, 16.9%）、乗
用馬（n=10, 15.4%）およびその他（n=3, 4.6%、愛玩
動物および種牡馬）の順であった。対象となった外
眼部疾患は、結膜炎が最も多く38頭（58.5％）、次
いで角膜炎が16頭（24.6％）、結膜炎および角膜炎
の併発が7頭（10.8％）、結膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）、結膜炎、角膜炎および眼瞼炎の併
発が2頭（3.1％）であった。

点眼方法
　対象馬には0.3％ロメフロキサシン点眼液（ロメ
ワン®、千寿製薬）を片眼あたり1回3滴（≒150μ
l）、1日3回（朝、昼、夕）、最低2日間、最大5日間連続
（点眼回数として最大15回）で点眼した。これには
初日1回目の点眼が昼もしくは夕で、最終点眼が6
日目の朝もしくは昼であった症例も含まれる。動
物福祉、倫理的および経済的観点から陰性対照は
設定しなかった。点眼開始前7日以内および試験
期間中は他の抗生剤や非ステロイド系抗炎症剤な
ど有効性評価に影響を及ぼす可能性のある全ての
薬剤の使用を禁止した。

細菌学的検査および評価
　点眼開始時、開始後2日および5日、試験の中止

もしくは終了時に細菌学的検査を実施した。細菌
学的検査は対象眼の病変部（結膜および角膜）から
検査試料を輸送用培地（BD BBL カルチャースワブ
プラスTM、日本BD）に採取し、畜産生物科学安全研
究所（神奈川県相模原市）で行われた。血液寒天培
地上にスワブを塗布し、37℃で24時間培養後、平
板培地上に発育した菌のコロニー性状を肉眼的に
観察した後、純培養した。純培養した菌はグラム染
色による顕微鏡像観察を実施した後に市販の同定
キット（BD BBL Crystal GPTM および ENFTM、日本
BD）を用い同定した。また、37℃で24時間培養後
に平板培地上に菌の発育が観察されない場合に
は、さらに37℃で24時間培養して菌の発育の有無
を観察した。
　治療開始前後の細菌学的検査の結果から、開始
前の検出菌が開始後に消失した場合を「消失」、開
始後に開始前の菌が全て消失し、異なる菌種が検
出された場合を「菌交代」、開始前に複数種の菌が
検出され、開始後にその一部が消失した場合（点眼
開始後に開始前の菌の一部が検出され、それに加
えて新たな菌種が検出された場合も含む）を「一部
消失」、開始前後とも同一の菌種が検出された場合
を「不変」と判定した。

薬剤感受性試験
　薬剤感受性試験は微量液体培地希釈法で行われ
た。点眼開始時に分離された菌をトリプトソイ液
体培地（Trypticase Soy BrothTM、日本BD）に接種し
て、35℃で18時間培養した後、菌液の濁度が
McFarland標準液No. 1と同じ濁度になるよう調整
した。この菌液をミュラーヒントン液体培地
（Mueller Hinton BrothTM、日本BD）で10倍に希釈
（菌数107cfu/ml）して、接種用菌液とした。薬剤の
試験濃度は0.063～128μg/mlとした。菌の接種
にはミクロプランター（佐久間製作所）を使用し、
35℃で20時間好気培養した。完全に発育が阻止さ
れた薬剤の測定濃度をもって最小発育阻止濃度
（MIC）とみなした。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　点眼開始時、開始後2日および5日に臨床症状の
観察を行った。それ以外の時点で臨床試験を中止・

終了する場合には、その時点において同様の検査
を行った。対象眼の臨床症状は栗山らの基準を参
考に考案した表1の採点基準に従ってスコアで記
録し［11］、各スコアの合計値（総臨床スコア）が4
～9を軽度、10～18を中等度、19以上を重度と判
定した。

　有効性評価は農林水産省が定める「動物用抗菌
性物質製剤の臨床試験における有効性評価指針」
に従って、点眼開始前後の総臨床スコアから改善
率を算出し、改善率が70％以上を臨床的に「有効」
とし、40％未満を「無効」とした［14］。
　改善率（％）＝（A－B）／A×100
　A: 点眼開始前の総臨床スコア　B: 点眼開始後
の総臨床スコア
　また、有効症例数および有効性評価対象症例数
から有効率を算出した。さらに、点眼開始前後で、
総臨床スコアおよび評価項目ごとのスコアの比較
を行った。統計解析にはWilcoxonの符号順位検定
を用い、有意水準は両側5％とした。
　再発評価のため、最終点眼後に「有効」と判定し
た症例では、その5～7日後に臨床症状の観察を
行った。その際、最終点眼後の総臨床スコアと比較
し、総臨床スコアが1以上増加したものを「再発」
と判定した。

安全性評価
　点眼薬の安全性は、有害事象の内容およびその
発現頻度から評価した[8, 23]。有害事象の内容に
ついて検討し、点眼との因果関係が示唆される重
篤な有害事象が認められる場合および非重篤な有
害事象の発現頻度が臨床上無視できない場合を除
き、点眼薬の安全性に問題はないと判断した。

成績
　1頭で点眼開始後2日の臨床評価および細菌学
的検査が、開始後1日の点眼6回目直後に実施され
ていた。この症例では開始後2日の評価とするこ
とに有利になる要因はないと考え、得られたデー
タを採用した。再発評価に関しては、3頭で規定よ
り遅く実施されていた。これらの症例でも前述と
同様の考えから得られたデータを採用した。

点眼方法
　対象馬の点眼回数は5～18回で、中央値は15回
であった。全体で点眼回数10回未満は14頭
（21.5％）、10～15回が32頭（49.2％）、16回以上は
19頭（29.2％）であった。点眼日数は2～6日で、中
央値は6日であった。全体で点眼日数3日未満は4
頭（6.2％）、3～5日は24頭（36.9％）、6日は37頭
（56.9％）であった。19頭で点眼回数および期間が
過剰に行われ、2頭で点眼の欠落があった（いずれ
も1回のみで点眼率80％以上）が、有効性に及ぼす
影響は小さいと考え、得られたデータを採用した。

細菌学的検査および評価
　対象馬のうち菌検査陽性馬は64頭で、22菌属
47菌種が検出され、陰性は1頭のみであった（表
2）。64頭のうち61頭では、Acinetobacter属、
Bacillus属、Corynebacterium属、Enterobacter属、
Escherichia属、Pseudomonas属、Staphylococcus属
およびStreptococcus属のいずれかが検出された。

残りの3頭からは、Agrobacterium属、Kytococcus属
およびEnterococcus属菌がそれぞれ検出された。1
頭からAgrobacterium属菌が点眼開始時に検出さ
れているが、Agrobacterium属菌は植物感染性の細
菌であるため［27］、採材時のコンタミネーション
によるものと考え、これと陰性馬1頭を除いた63
頭を有効性および細菌学的評価の対象とした。除
外した2頭は、いずれも結膜炎を発症したサラブ
レッド競走馬であった。
　細菌学的検査試料より検出された主な菌種は
Staphylococcus aureus、Streptococcus equi subsp. 
z o o e p i d em i c u s、A c i n e t o b a c t e r  l w offi i、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuriであり、これら
の最終点眼後累積消失率は80％以上であった（表
3）。

　最終点眼後に細菌検査が実施されなかった1頭
を除く62頭を細菌学的評価の対象としたところ、
「消失」は4頭（6.5％）のみで、「不変」は3頭（4.8％）
であった。しかし、「菌交代（35頭、56.5％）」および
「一部消失（20頭、32.3％）」を含めると、95％以上
で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
かった。

薬剤感受性試験
　点眼開始時に分離された細菌のロメフロキサシ
ンに対するMICは、表2のとおりである。分離され
た全ての菌のMICは8μg/ml以下で、MIC90も同様
であった。

臨床症状の観察、有効性および再発評価
　有効性評価対象馬の総臨床スコア、改善率およ
び有効率は表4の通りで、開始後2日および最終点
眼後の総臨床スコアは開始時より低く、有意差が
みられた。最終点眼後には54頭が有効と判定さ
れ、無効は2頭のみであった。臨床症状の項目別の
スコアは、開始後2日および最終点眼後のスコア
が角膜潰瘍を除くすべての項目でいずれも開始時
より低く、有意差がみられた（表5）。角膜潰瘍も開
始後2日および最終点眼後のスコアは開始時より
低く、開始後2日では有意差がみられた。
　有効率は症例別でみると、結膜炎で94.4％（34
頭/36頭）、角膜炎で75.0％（12頭/16頭）、2つ以上
の外眼部疾患を併発している症例では72.7％（8
頭/11頭）であった。重症度別では、軽度の症例で

89.5％（17頭/19頭）、中等度の症例で88.2％（30
頭/34頭）、重度の症例で70.0％（7頭/10頭）であっ
た。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭中49頭
で再発の臨床評価を行ったところ、再発と判定さ
れたものは1頭のみ（2.0％）であった。

安全性評価
　試験対象の全症例（65頭）を安全性評価の対象
としたところ、1頭で点眼開始後1日に有害事象
（眼瞼部の腫脹）がみられた。その1頭は試験開始
時に眼瞼の切創の縫合処置が行われていた。眼瞼
の腫脹が認められてからも点眼は続けられたが、
最終点眼時に腫脹の消失が確認された。

考察
　馬において結膜炎や角膜炎などの外眼部疾患は
異物の混入や細菌感染が原因となる［5, 25］。馬の
外眼部疾患の細菌学的検査が実施された調査では
Streptococcus属、Staphylococcus属、Pseudomonas
属菌の検出頻度が高かったとされている［13］。本
研究ではPseudomonas属の検出頻度は低かった
が、Staphylococcus属およびStreptococcus属菌が高
頻度に検出された。また、馬の細菌性外眼部疾患に
はその他にもEnterobacter属、Acinetobacter属、
Bacillus属、Escherichia属、Corynebacterium属など
を含む多くの菌種が起因菌となりえる［13, 15, 
24］。本研究でも開始時にほとんどの症例で
Staphylococcus属およびStreptococcus属を含め、こ
れらのいずれかが検出された。したがって、本研究
の症例は試験期間中、臨床学的および細菌学的に
ごく一般的にみられる病態かつ自然な環境下に
あったと考えられた。
　細菌検査において、点眼開始時に検出された主
な菌種は、Staphylococcus aureus、Streptococcus 
equi subsp. zooepidemicus、Acinetobacter lwoffii、
Staphylococcus xylosus、Staphylococcus vitulinus、
En t e r o b a c t e r  a g g l ome r an s、F l a v imona s  
oryzihabitans、Staphylococcus sciuri で、これらの
最終点眼後の累積消失率は80％以上であったこ
とから、ロメフロキサシンはこれらの菌種に対し
て有効であると考えられた。また、最終点眼後に菌

が消失した症例は少なかったが、菌交代および一
部消失を含めると最終点眼後には95％以上の症
例で開始時の菌の一部あるいは全てが検出されな
くなった。これらのことから、ロメフロキサシンの
細菌学的な有効性が確認された。
　本試験開始時に分離された細菌のロメフロキサ
シンに対するMIC90は、8μg/ml以下であった（表
2）。ウマ科の薬物動態研究は十分ではないが、近
年、1回の0.3％シプロフロキサシン点眼による涙
液中の薬物濃度が、ヒトやウサギに類似した所見
であることが報告された［6］。ロメフロキサシン
もウサギと類似した薬物動態であると仮定する
と、1回の0.3％ロメフロキサシン点眼によって涙
液中の薬物濃度が6時間にわたって本試験で分離
された細菌のMIC90を上回る、もしくは同程度で
あったと考えられる［17］。
　有効性評価において「無効」と判定されたのは、
2頭のみであった。そのうち1頭は重度の角膜炎
で、開始時にStaphylococcus aureusが検出され、2
日間で6回点眼後に担当獣医師が無効と判断し、
点眼が中止された。この症例では、点眼開始後2日
の総臨床スコアの改善率がわずかであったが
（9.1％）、Staphylococcus aureusは消失していた。残
りの1頭は結膜炎および角膜炎を併発し、重度の
角 膜 混 濁 と 角 膜 潰 瘍 を 認 め 、開 始 時 に
Pseudomonas aeruginosaが検出されていた。この
症例では5日間で14回の点眼が行われていたが、
総臨床スコアの改善はほとんど認められなかった
（4.2％）。しかし、最終点眼後にはPseudomonas 
aeruginosaは消失していた。角膜炎の治療には抗
菌剤の点眼に加えて、必要に応じコラゲナーゼ阻
害剤や非ステロイド剤投与などの補助療法が行わ
れるが［26］、本研究ではこれらの使用を制限して
いた。これらの症例では、外眼部疾患の原因と考え
られる細菌がロメフロキサシンの点眼後には消失
していたことから、先に述べた補助療法を併用す
れば、症状は良化していたと考えられる。
　外眼部疾患の臨床症状を評価項目別にみると
（表5）、角膜潰瘍を除くすべての評価項目で点眼
開始後の臨床スコアは開始時より改善された。角
膜潰瘍に関しては、前述のように抗生物質の点眼
のみでは治療法として不十分であると考えられ

た。
　外眼部疾患の症例に対する有効率は、結膜炎お
よび角膜炎ではそれぞれ94.4％および75.0％で複
数の外眼部疾患の併発症例に対する有効率は
72.7％であった。これらのことから、ロメフロキサ
シンはこれらの外眼部疾患に対し有効であること
が確認された。結膜炎に比べ角膜炎の症例に対す
る有効率がやや低かったが、これは先に述べた角
膜炎の治療で行われる補助療法を制限していたた
めと考えられる。複数の外眼部疾患の併発症例に
対しても有効率はやや低かったが、11頭中9頭で
角膜炎を発症していたことから同様の理由が考え
られる。　
　重症度別にみると、軽度および中等度の症例で
はいずれも90％近い有効率が認められ、重症例で
も有効率は70.0％であったことから、ロメフロキ
サシンは重度の外眼部疾患に対しても有効である
と考えられた。重症例で有効率が低かったのは、重
症例では角膜炎の症例が70.0％（7頭/10頭）を占
めていたことに対し、軽～中等度の症例では
34.0％（18頭/53頭）であったことが影響していた
と思われる。また、今回設定した臨床スコアが適切
に症例の臨床症状を反映していたとも言えよう。
　最終点眼後に「有効」と判定された54頭のうち
49頭で再発の臨床評価が行われ、再発と判定され
たのは1頭のみであった。この症例の総臨床スコ
アは、最終点眼後から再発評価時に1増加しただ
けで著しい症状の悪化ではなかった。これらのこ
とからロメフロキサシンによる治療後の再発率
は、非常に低いことが示唆された。
　安全性については1頭で有害事象がみられた
が、ロメフロキサシンとの因果関係はなく、点眼の
安全性に問題はないと考えられた。
　本試験では、臨床所見および細菌学的検査によ
り対象馬を細菌性外眼部疾患と診断している。本
来であれば、感染の成立を組織学的検査により確
認することが望ましい。しかし、点眼開始に伴い多
くの症例で臨床症状が良化し、開始時に分離され
た菌の一部あるいはすべてが消失したこと、さら
には点眼開始時に分離された菌の多くが過去の報
告で馬の細菌性外眼部疾患の起因菌となっている
こと［10, 13, 15, 20, 24］、これらのことから対象

馬の外眼部疾患の原因が細菌感染であることが強
く疑われる。
　以前より日本国内において、馬の眼疾患で用い
られる代表的な抗生物質はオフロキサシンである
が［25］、オフロキサシンは頻回点眼により角膜上
皮障害および潜在的に創傷治癒の遅延をもたらす
ことが報告されている[12]。そのため、オフロキサ
シンの使用は重症例に対して、あるいは原因菌の
感受性が高いことを確認してから使用することが
推奨される。ロメフロキサシンは筆者の知る限り
明瞭な外眼部への細胞毒性は報告されておらず、
培養ヒト結膜上皮組織を用いた実験ではオフロキ
サシンよりも細胞毒性が低く［21］、人の細菌性外
眼部疾患の治療においてはオフロキサシンと同等
の有効性をもたらしたことが報告されている
［23］。今回、臨床学的に細菌性外眼部疾患と診断
された馬に対してロメフロキサシンを用い、その
優れた有効性と安全性を確認することができた。
これらのことから、ロメフロキサシンは馬の細菌
性外眼部疾患の治療に適しており、今後臨床現場
において広く活用されることが期待される。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　馬において結膜炎、角膜炎などの外眼部疾患は、
臨床的によくみられる眼科疾患である。その要因
の一つとして細菌の局所感染が挙げられており、
その場合抗生物質による治療が有効である［5, 16, 
22］。抗生物質は細菌検査や薬物感受性試験を実
施し選択することが最良であるが、結果が判明す
るまでにはある程度の時間を必要とする。一方、多
くの馬臨床家の間では過去の報告から細菌性外眼
部疾患の主な原因菌がS t r e p t o c o c c u s属、

Staphylococcus属およびPseudomonas属菌である
ことが知られている［13］。そのため、第一選択薬
としては広範囲スペクトル抗生物質のフルオロキ
ノロン系が広く用いられており、特に国内ではオ
フロキサシンが代表的である［25］。
ロメフロキサシンはフルオロキノロン系合成抗菌
剤で、細菌のDNAジャイレースに作用してDNA合
成を阻害し［18］、グラム陽性菌、グラム陰性菌お
よび一部の嫌気性菌に抗菌力を示す［1, 7, 9］。オ
フロキサシンと比べ、角膜および前房内への移行

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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研究レポート

関節鏡手術中のメデトミジン定速持続投与が
サラブレッド種競走馬のセボフルラン必要量、心肺機能、

覚醒の質に及ぼす影響

徳重裕貴1)・太田　稔1)・岡野　篤1)・黒田泰輔2)・柿崎　将1)・大出浩隆1)・青木基記1)・川崎和巳1)

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

要約

　サラブレッド種競走馬において、メデトミジン定速持続投与(CRI)の臨床効果を評価するために、セボ
フルラン単独で麻酔維持した群（S群；n=25）とセボフルランにメデトミジンCRI(0.05 μg/kg/min)を併
用して麻酔維持した群（SM群；n=25）との間で、関節鏡手術中のセボフルラン必要量と呼吸循環系指標
を比較した。また、S群では麻酔終了時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM群では鎮静薬を追
加投与せず、両群間で覚醒の質についても比較した。術中の平均終末呼気セボフルラン濃度は、SM群
（2.5±0.1％）がS群（2.8±0.1％）に比較して有意に低値を示した。両群における術中の平均動脈圧
(MAP)値は、目標値(60～80 mmHg)の範囲内で維持できた。一方、MAPを目標値に維持するために必要
な平均ドブタミン投与速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較
して有意に低値を示した。起立の試行回数はSM群がS群に比較して有意に少なく、覚醒の質はSM群がS
群に比較して有意に優れていた。以上のことから、メデトミジンCRIはセボフルランの必要量を約10 ％
減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の質を向上させることが明らかとなった。

1)Tokushige Hirotaka, Ohta Minoru, Okano Atsushi, Kakizaki Masashi, Ode Hirotaka, Aoki Motoki, Kawasaki Kazumi: 美浦トレーニング・セン
ター競走馬診療所
2)Kuroda Taisuke: 栗東トレーニング・センター競走馬診療所
本論文は、Journal of Equine Veterinary Science 35(2015) 83-87に英文で掲載された論文を一部改編し、和訳したものである。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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表1　S群およびSM群における、麻酔維持中の心拍数（HR）、収縮期動脈圧（SAP）、拡張期動脈圧（DAP）および平均（MAP）動脈圧

はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

図1　S群（■）およびSM群（●）における麻酔維持
中の平均吸気終末セボフルラン濃度
S群ではセボフルラン単独で維持し、SM群ではセボフルランに
メデトミジンCRIを併用した。2群間で有意差有り（*p＜0.001）。

図2　S群およびSM群の起立の試行回数（A）および
起立スコア（B）
S群では麻酔終了時にメデトミジンを静脈内投与し、Group SM
では再鎮静を行わなかった。
（S群：セボフルラン単独で維持　SM群：セボフルランにメデト
ミジンCRIを併用）
2群間で有意差有り（*p＝0.003, **p＝0.014）。

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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ツールとなる可能性がある。
　本研究では、T .  e qu i g en i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalis検出のために各菌種の23S rRNA遺伝
子を標的とした新たなLAMP法 (Te-LAMPおよび
Ta-LAMP) を開発した。筆者は、これらのLAMP法
と既報PCR法の感度を比較するとともに、1本の反
応チューブでT .  e q u i g e n i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalisを同時検出できるMultiplex LAMPの
作成を試みた。
　Te-LAMPおよびTa-LAMPに使用するプライ
マーは、GenBankに登録されている両菌の23S 
rRNA遺伝子配列を参考に、PrimerExplorer V4（富
士通）を用いて設計した (表 1)。Te-LAMPのプライ
マー設計に用いた23S rRNA遺伝子のGenBankア
クセッションナンバーは、AB277176、AB277177
およびAB277178であり、Ta-LAMPのGenBankア
クセッションナンバーは、A B 2 7 7 1 7 5 、
AB277170、AB277172およびAB277173である。
　LAMP反応液の調整は、DNA増幅キット 
(Loopamp DNA Amplification Kit、栄研化学) を説
明書に基づき行った。Te-LAMPの反応は64℃、60
分、Ta-LAMPの反応は63℃、60分で実施し、
Multiplex LAMPは64℃、60分で行った。なお、
Multiplex LAMPは、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisの両菌種を検出することができる
が、両者を識別することはできない。LAMP法増幅
産物の検出は、リアルタイム濁度測定装置 
(LA-320C、栄研化学) を用いた。

　各LAMP法の特異性検討として92株の細菌を用
いた (表 2)。各細菌のDNA抽出は市販のDNA抽出
キット (InstaGene Matrix、バイオラッド) を説明
書どおりに使用して実施した。抽出後のDNA濃度
は蛍光光度計（Qubit、インビトロジェン）を用いて
測定し、そのDNA濃度からDNA抽出液の遺伝子コ
ピー数を換算した [16]。また、Te-LAMPおよび

Ta-LAMPの検出限界を検討するため、精製した
DNA抽出液を0.1×TEバッファーを用いて10倍階
段希釈し (T. equigenitalisおよびT. asinigenitalis 
DNA抽出原液の濃度は、それぞれ1.24×106 コ
ピー/μlおよび2.36×106 コピー/μl)、これらの
階段希釈液を用いて、それぞれのLAMP法を3回
行って、2回以上陽性と判定された最も低い濃度
を検出限界とした (コピー/反応)。
　Te-LAMPは67株全てのT. equigenitalis遺伝子を増
幅し、Ta-LAMPは2株全てのT. asinigenitalis遺伝子
を増幅することが確認された。一方で、標的外の菌
種や、後述する抽出DNAの添加を行っていない臨床
検体 (陰性対照) では、Te-LAMPあるいはTa-LAMP
による遺伝子増幅は確認されなかった (表 3および
4)。また、Te-LAMPの検出限界は24.8 コピー/反応、
Ta-LAMPでは47.2 コピー/反応であった。
　開発した本LAMP法との比較検討として既報の

PCR法 [2] およびsemi-nested PCR法 [1] を用いた。
PCR法はT. equigenitalisおよびT. asinigenitalisの両
菌種を検出できるが、それらを識別することがで
きない [8 ]。また、semi - n e s t ed  PCR法はT .  
equigenitalis遺伝子のみを検出する (unpublished 
data)。semi-nested PCR法は、既報どおりに実施し、
PCR法は既報の方法に若干の改変を加えて行った。
すなわち、PCR法は、DNAサンプル2μl、2×premix 
(EmeraldAmp PCR Master Mix、タカラバイオ) 25
μl および各プライマー（0.1μM）を含む50μlの反
応液を調整し、反応条件は94℃、5分の後に、94℃、
30秒・55℃、15秒・72℃、1分を35サイクル、そして
72℃、7分とした。各遺伝子増幅法に使用したDNA
抽出液はLAMP法およびPC R法では2μ l、
semi-nested PCR法では5μlである。
　Te-LAMP、Ta-LAMP、Multiplex LAMP、PCR法お
よびsemi-nested PCR法の検出感度の比較には、牝
馬 (サラブレッド種) から採材した陰核洞あるい
は陰核窩のスワブ324検体を使用した。これらの
スワブをDNA抽出のために、100μlの蒸留水に懸
濁し、100℃で10分間煮沸した。324検体の中から
66検体をランダムに抽出し、さらに3つのグルー
プに分け (各グループ22検体ずつ)、それぞれのグ
ループに対して10倍段階希釈したT. equigenitalis 
(NCTC 11184T) の抽出DNAを添加し、DNA濃度が
1.24、1.24×10および1.24×102 コピー/μlとな
るスパイク検体グループを作製した。同様に、T. 
asinigenitalis  (ATCC 700933T) についても抽出
DNAを階段希釈して添加し、DNA濃度が2.36、
2.36×10および2.36×102 コピー/μlとなる各22
検体ずつのスパイク検体グループを作製した。残
りの192検体には何も添加せず、非添加検体とし
て後に使用した。なお、全324検体は、日本におけ
るCEMの公定法であるsemi-nested PCR法を用い
た事前検査により T. equigenitalis陰性であること
が確認されている。
　T. equigenitalis遺伝子を添加した検体による検
討では、1.24 コピー/μlの濃度においてMultiplex 
LAMPおよびsemi-nested PCR法の陽性数が、PCR
法による陽性数に比較し有意に多かった (表 3)。
Te-LAMPは他の試験と比較し有意差を認めなかっ
たことから、実験的に作製したスパイク検体での

検討において、T e - L A M Pは公定法である
semi-nested PCR法と同等の感度を有しているこ
とが示された。T.  as in igen i ta l i sについては、
Ta-LAMPおよびMultiplex LAMPはPCR法に比較し
有意に陽性数が多かった (表 4)。
　本研究にて筆者は、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisをそれぞれ特異的に検出する2種類
のLAMP法 (それぞれTe-LAMPおよびTa-LAMP) 
を開発した。既報のsemi-nested PCR法 [1] はT. 
equigenitalisを特異的に検出しT. asinigenitalis 
(ATCC 700933T) を検出することはなかったが、T. 
equigenitalis検出を目的に開発されたPCR法 [2]  
はT. asinigenitalis遺伝子も増幅する [8]。Te-LAMP
はsemi-nested PCR法と同様にT. equigenitalisを特
異的に検出し、反応時間として数時間を要する
semi-nested PCR法に比較しLAMP法では60分間
にまで短縮される。これらの遺伝子増幅法の感度
検討のため、本研究では実験的にTaylorella遺伝子
を添加したスパイク検体を用いた。このスパイク
検体には臨床検体同様、多くの遺伝子阻害物質が
含まれるため、検出法の感度を比較するという目
的にスパイク検体は適していると考えられる。ス
パイク検体を用いた検討により、Te-LAMPは
semi-nested PCR法およびPCR法と同等の感度で
あることが示唆された。LAMP法は特別な機器を
必要とせず、蛍光試薬を使うことにより結果を肉
眼で視覚的に判別することができる。そのため、筆
者は、設備の少ない場所において臨床検体からの
高感度なT. equigenitalis検出法としてTe-LAMPは
容易に導入可能であると考える。臨床現場で
Te-LAMPを使用することにより、CEM陽性馬に対
する迅速な防疫措置の実施が可能となる。T.  
asinigenitalisに関しては、Ta-LAMPはPCR法に比較
し、特異性が高く、さらに、スパイク検体を用いた
実験では感度も高かっため、本実験においてT. 
asinigenitalis遺伝子増幅法としてTa-LAMPが最も
有用であると考えられた。また、スパイク検体にお
けるMultiplex LAMPの検出感度は、Te-LAMPある
いは T a - L A M P とほぼ同等であった。T .  
asinigenitalisを牝馬に実験的に感染させると、子
宮内膜炎や子宮頚管炎などの臨床症状が認められ
る[6]ものの 、現時点ではウマからT. asinigenitalis

を検出してもCEMとしては扱われない。しかし、実
験感染では症状を呈するため、将来的にはCEMの
公式な原因菌としてT. equigenitalisだけでなくT. 
asinigenitalisも含まれる可能性があり、その際に、
Multiplex LAMPはT. equigenital isおよびT. 
asinigenitalisの簡易的なスクリーニング法として
有用であると考えられる。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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　Taylorella equigenitalisはAlcaligenaceae科に属
するグラム陰性球桿菌 [12]で、性感染症である馬
伝染性子宮炎 (CEM) の原因菌である。CEMは
1977年に初めて報告され [3, 15]、これまでに多
くの国で様々な品種の馬において認められている 
[10, 11, 13, 14]。CEMに感染した牝馬の特徴は、膣
からの大量の膿性粘液排出や、様々な程度の膣炎、
子宮内膜炎および子宮頚管炎であり、その結果と
して一時的な不妊となることが多い [14]。牡馬は
感染しても臨床症状を示さず、また、牝馬において
も不顕性キャリアーとなる症例が報告されてお
り、CEMの感染拡大においてはこのようなウマか
らの伝播が懸念されている [4]。
　一方、1997～1998年に臨床症状のない2頭の牡
ロバと1頭の牝ロバから、T. equigenitalisの亜種が
分離された [6]。その後実施された分類学研究に基
づき、この新たな亜種はTaylorella asinigenitalisと

分類された [5]。これまでに野外のウマにおけるT. 
asinigenitalis感染による発病例は認められておら
ず [5 ,  7 ]、2014年現在ではCEMの発生はT.  
equigenitalisが検出された場合にのみ公式な宣言
がなされる。
　T. equigenitalisの遺伝子検査法はいくつかの
Polymerase chain reaction法 (PCR法) がこれまで
に報告されている [1, 2]。しかし、本法はサーマル
サイクラーなどの特別な機器が必要で、設備の充
実していない場所においてはPCR法の実施が難し
い。Loop-mediated isothermal amplification法 
(LAMP法) は新たな核酸増幅法として開発され、
迅速性、特異性および効率性に優れており、さらに
特別な機器を必要とせずに等温条件下で核酸増幅
が可能な検査法である [9]。これらの特徴から、わ
ずかな設備しか保有していない場所における迅速
な伝染性疾患の診断に対して、LAMP法が有用な

要約

　Taylorella equigenitalisは馬伝染性子宮炎 (Contagious equine metritis: CEM) の原因菌であり、T. 
asinigenitalisはTaylorella属に分類されるT. equigenitalisの近縁種である。筆者は、T. equigenitalisおよび
T. asinigenitalisを検出できるLAMP法 (Loop-mediated isothermal amplification法) を開発した (それぞ
れTe-LAMPおよびTa-LAMP)。実験的に各細菌の遺伝子を添加して作製したスパイク検体を用いた結
果、Te-LAMPは既報のsemi-nested PCR法と同等の感度を、Ta-LAMPは従来のPCR法よりも高い感度を
示した。Multiplex LAMPでは非特異反応は認めず、スパイク検体を用いた感度はTe-LAMPあるいは
Ta-LAMPとほぼ同等であった。以上のことから、本研究にて作成したLAMP法はT. equigenitalisあるいは
T. asinigenitalisの検出に有用であり、CEMが発生した際の迅速な防疫措置に役立つと考えられた。
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。

参考文献
  1．Aida, H., Mizuno, Y., Hobo, S., Yoshida, K. and 
Fujinaga, T.  1996. Cardiovascular and 
pulmonary effects of sevoflurane anesthesia 
in horses. Vet. Surg. 25: 164-170.

  2．Aida ,  H . ,  S t effey ,  E .  P . ,  Pascoe ,  J .  R . , 
Yarbrough, T. B., Takahashi, T., Hiraga, A., 
Hobo, S., Smith, B. L., Steffey, M. A. and Jones, 
J. H. 2000. Use of sevoflurane for anesthetic 
management of horses during thoracotomy. 
Am. J. Vet. Res. 61: 1430-1437.

  3．Bettschart-Wolfensberger, R., Bettschart, R. 
W., Vainio, O., Marlin, D. and Clarke, K. W. 
1999. Cardiopulmonary effects of a two hour 
infusion of medetomidine and its reversal by 
atipamezole in horses and ponies. J. Vet. 
Anaesth. 26: 8-12.

  4．Bettschart-Wolfensberger, R., Clarke, K. W., 
Vainio, O., Aliabadi, F. and Demuth, D. 1999.  
Pharmacokinetics of medetomidine in ponies 
and elaboration of a medetomidine infusion 
regime which provides a constant level of 
sedation. Res. Vet. Sci. 67: 41-46.

  5．B e t t s c h a r t - W o l f e n s b e r g e r ,  R . , 
Jäggin-Schmucker, N., Lendl, C., Bettschart, R. 
W. and Clarke, K. W. 2001. Minimal alveolar 
concentration of desflurane in combination 
with an infusion of medetomidine for the 
anaesthesia of ponies. Vet. Rec. 148: 264-267.

  6．Bryant, C.E., England, G.C. and Clarke, K. W. 
1991. Comparison of the sedative effects of 
medetomidine and xylazine in horses. Vet. 
Rec. 129: 421-423.

  7．Bueno, A. C., Cornick-Seahorn, J., Seahorn, T. 

L., Hosgood, G. and Moore, R. M. 1999. 
Cardiopulmonary and sedative effects of 
intravenous administration of low doses of 
medetomidine and xylazine to adult horses. 
Am. J. Vet. Res. 60: 1371-1376.

  8．Carroll, G. L., Hooper, R. N., Rains, C. B., 
Martinez, E. A., Matthews, N. S., Hartsfield, S. 
M. and Beleau, M. H. 1998. Maintenance of 
anaesthesia with sevoflurane and oxygen in 
mechanically-ventilated horses subjected to 
exploratory laparotomy treated with intra- 
and post operative anaesthetic adjuncts. 
Equine Vet. J. 30: 402-407.

  9．Creighton, C. M., Lemke, K. A., Lamont, L. A., 
Horney ,  B .  S .  and  Doy le ,  A .  J .  2012 .   
Comparison of the effects of xylazine bolus 
versus medetomidine constant rate infusion 
on the stress response, urine production, and 
anesthetic recovery characteristics in horses 
anesthetized with isoflurane. J. Am. Vet. Med. 
Assoc. 240: 998-1002.

10．Creighton, C. M., Lemke, K. A., Lamont, L. A., 
Horney ,  B .  S .  and  R i l ey ,  C .  B .  2012 .   
Comparison of the effects of xylazine bolus 
versus medetomidine constant rate infusion 
on cardiopulmonary function and depth of 
anesthesia in horses anesthetized with 
isoflurane.  J .  Am. Vet .  Med.  Assoc .  240: 
991-997.

11．Driessen, B., Nann, L., Benton, R. and Boston, 
R .  2 0 0 6 .  D i ff e r e n c e s  i n  n e e d  f o r  
hemodynamic support in horses anesthetized 
with sevoflurane as compared to isoflurane. 
Vet. Anaesth. Analg. 33: 356-367.

12．Gozalo-Marcilla, M., Hopster, K., Gasthuys, F., 
Hatz, L., Krajewski, A. E. and Schauvliege, S. 
2013. Effects of a constant-rate infusion of 
dexmedetomidine on the minimal alveolar 
concentration of sevoflurane in ponies. 
Equine Vet. J. 45: 204-208.

13．Goza lo -Marc i l l a ,  M . ,  Schauv l i ege ,  S . , 
Duchateau ,  L .  and Gasthuys  F .  2010.  

Cardiopulmonary effects of two constant rate 
infusions of dexmedetomidine in isoflurane 
anaesthetized ponies. Vet. Anaesth. Analg. 37: 
311-321.

14．Gozalo-Marcilla, M., Schauvliege, S., Segaert, 
S., Duchateau, L. and Gasthuys, F. 2012. 
Influence of a constant rate infusion of 
dexmedetomidine on cardiopulmonary 
function and recovery quality in isoflurane 
anaesthetized horses. Vet. Anaesth. Analg. 39: 
49-58.

15．Grimsrud, K. N., Mama, K. R., Steffey, E. P. and 
Stanley, S. D. 2012.  Pharmacokinetics and 
p h a rma c od yn am i c s  o f  i n t r a v e n ou s  
medetomidine in the horse. Vet. Anaesth. 
Analg. 39: 38-48.

16．Grosenbaugh, D. A. and Muir, W. W. 1998. 
Cardiorespiratory effects of sevoflurane, 
isoflurane, and halothane anesthesia in 
horses. Am. J. Vet. Res. 59: 101-106.

17．Hubbell ,  J .  A.  E.  1999. Recovery from 
anaesthesia in horses. Equine Vet. Educ. 11: 
160-167.

18．Matthews, N. S., Hartsfield, S. M., Mercer, D., 
Beleau, M. H. and MacKenthun, A. 1998.  
Recovery from sevoflurane anesthesia in 
horses: comparison to isoflurane and effect of 
postmedication with xylazine. Vet. Surg. 27: 
480-485.

19．Ringer, S. K., Kalchofner, K., Boller, J., Fürst, A. 
and Bettschart-Wolfensberger, R. A. 2007. 
Clinical comparison of two anaesthetic 
protocols using lidocaine or medetomidine in 
horses. Vet. Anaesth. Analg. 34: 257-268.

20．Santos, M., Fuente, M., Garcia-Iturralde, R., 
Herran, R., Lopez-Sanroman, J. and Tendillo, 
F. J. 2003. Effects of alpha-2 adrenoceptor 
agonists during recovery from isoflurane 
anaesthesia in horses. Equine Vet. J . 35: 
170-175.

21．Schauvliege, S., Gozalo-Marcilla, M., Verryken, 
K . ,  Duchateau ,  L . ,  Dev isscher ,  L .  and  
Gasthuys, F. 2011. Effects of a constant rate 
infusion of detomidine on cardiovascular 
function,  isoflurane requirements and 
recovery quality in horses. Vet. Anaesth. 
Analg. 38: 544-554.

22．Steffey, E. P. ,  Mama, K. R. ,  Galey, F. D. , 
Puschner, B., Woliner, M. J. 2005. Effect of 
sevoflurane dose and mode of ventilation on 
card iopulmonary  funct ion  and b lood 
biochemical variables in horses. Am. J. Vet. 
Res. 66: 606-614. 

23．Valverde, A. 2013. Balanced anesthesia and 
constant-rate infusions in horses. Vet. Clin. 
North Am. Equine Pract. 29: 89-122.

24．Wallin, R. F., Regan, B. M., Napoli, M. D. and 
S tern ,  I .  J .  1975 .  Sevoflurane :  a  new 
inhalational anesthetic agent. Anesth. Analg. 
54: 758-766.

25．Yamashita, K., Muir, W. W. , Tsubakishita, S., 
Abrahamsen, E., Lerch, P., Hubbell, J.A., 
Bednarski, R. M., Skarda, R. T., Izumisawa, Y. 
and Kotani, T. 2002.  Clinical comparison of 
xylazine and medetomidine for premedication 
of  horses .  J .  Am.  Vet .  Med.  Assoc .  221:  
1144-1149.

26．Yamashita, K., Tsubakishita, S., Futaok, S., 
Ueda, I., Hamaguchi, H., Seno, T., Katoh, S., 
Izumisawa, Y., Kotani, T. and Muir, W. W. 
2 0 0 0 .   C a r d i o v a s c u l a r  e ff e c t s  o f  
medetomidine, detomidine and xylazine in 
horses. J. Vet. Med. Sci. 62: 1025-1032.

27．Young, S. S. and Taylor, P. M. 1993. Factors 
i n flu en c i n g  t h e  o u t c ome  o f  e q u i n e  
anaesthesia: a review of 1,314 cases. Equine 
Vet. J. 25: 147-151.

ツールとなる可能性がある。
　本研究では、T .  e qu i g en i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalis検出のために各菌種の23S rRNA遺伝
子を標的とした新たなLAMP法 (Te-LAMPおよび
Ta-LAMP) を開発した。筆者は、これらのLAMP法
と既報PCR法の感度を比較するとともに、1本の反
応チューブでT .  e q u i g e n i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalisを同時検出できるMultiplex LAMPの
作成を試みた。
　Te-LAMPおよびTa-LAMPに使用するプライ
マーは、GenBankに登録されている両菌の23S 
rRNA遺伝子配列を参考に、PrimerExplorer V4（富
士通）を用いて設計した (表 1)。Te-LAMPのプライ
マー設計に用いた23S rRNA遺伝子のGenBankア
クセッションナンバーは、AB277176、AB277177
およびAB277178であり、Ta-LAMPのGenBankア
クセッションナンバーは、A B 2 7 7 1 7 5 、
AB277170、AB277172およびAB277173である。
　LAMP反応液の調整は、DNA増幅キット 
(Loopamp DNA Amplification Kit、栄研化学) を説
明書に基づき行った。Te-LAMPの反応は64℃、60
分、Ta-LAMPの反応は63℃、60分で実施し、
Multiplex LAMPは64℃、60分で行った。なお、
Multiplex LAMPは、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisの両菌種を検出することができる
が、両者を識別することはできない。LAMP法増幅
産物の検出は、リアルタイム濁度測定装置 
(LA-320C、栄研化学) を用いた。

　各LAMP法の特異性検討として92株の細菌を用
いた (表 2)。各細菌のDNA抽出は市販のDNA抽出
キット (InstaGene Matrix、バイオラッド) を説明
書どおりに使用して実施した。抽出後のDNA濃度
は蛍光光度計（Qubit、インビトロジェン）を用いて
測定し、そのDNA濃度からDNA抽出液の遺伝子コ
ピー数を換算した [16]。また、Te-LAMPおよび

Ta-LAMPの検出限界を検討するため、精製した
DNA抽出液を0.1×TEバッファーを用いて10倍階
段希釈し (T. equigenitalisおよびT. asinigenitalis 
DNA抽出原液の濃度は、それぞれ1.24×106 コ
ピー/μlおよび2.36×106 コピー/μl)、これらの
階段希釈液を用いて、それぞれのLAMP法を3回
行って、2回以上陽性と判定された最も低い濃度
を検出限界とした (コピー/反応)。
　Te-LAMPは67株全てのT. equigenitalis遺伝子を増
幅し、Ta-LAMPは2株全てのT. asinigenitalis遺伝子
を増幅することが確認された。一方で、標的外の菌
種や、後述する抽出DNAの添加を行っていない臨床
検体 (陰性対照) では、Te-LAMPあるいはTa-LAMP
による遺伝子増幅は確認されなかった (表 3および
4)。また、Te-LAMPの検出限界は24.8 コピー/反応、
Ta-LAMPでは47.2 コピー/反応であった。
　開発した本LAMP法との比較検討として既報の

PCR法 [2] およびsemi-nested PCR法 [1] を用いた。
PCR法はT. equigenitalisおよびT. asinigenitalisの両
菌種を検出できるが、それらを識別することがで
きない [8 ]。また、semi - n e s t ed  PCR法はT .  
equigenitalis遺伝子のみを検出する (unpublished 
data)。semi-nested PCR法は、既報どおりに実施し、
PCR法は既報の方法に若干の改変を加えて行った。
すなわち、PCR法は、DNAサンプル2μl、2×premix 
(EmeraldAmp PCR Master Mix、タカラバイオ) 25
μl および各プライマー（0.1μM）を含む50μlの反
応液を調整し、反応条件は94℃、5分の後に、94℃、
30秒・55℃、15秒・72℃、1分を35サイクル、そして
72℃、7分とした。各遺伝子増幅法に使用したDNA
抽出液はLAMP法およびPC R法では2μ l、
semi-nested PCR法では5μlである。
　Te-LAMP、Ta-LAMP、Multiplex LAMP、PCR法お
よびsemi-nested PCR法の検出感度の比較には、牝
馬 (サラブレッド種) から採材した陰核洞あるい
は陰核窩のスワブ324検体を使用した。これらの
スワブをDNA抽出のために、100μlの蒸留水に懸
濁し、100℃で10分間煮沸した。324検体の中から
66検体をランダムに抽出し、さらに3つのグルー
プに分け (各グループ22検体ずつ)、それぞれのグ
ループに対して10倍段階希釈したT. equigenitalis 
(NCTC 11184T) の抽出DNAを添加し、DNA濃度が
1.24、1.24×10および1.24×102 コピー/μlとな
るスパイク検体グループを作製した。同様に、T. 
asinigenitalis  (ATCC 700933T) についても抽出
DNAを階段希釈して添加し、DNA濃度が2.36、
2.36×10および2.36×102 コピー/μlとなる各22
検体ずつのスパイク検体グループを作製した。残
りの192検体には何も添加せず、非添加検体とし
て後に使用した。なお、全324検体は、日本におけ
るCEMの公定法であるsemi-nested PCR法を用い
た事前検査により T. equigenitalis陰性であること
が確認されている。
　T. equigenitalis遺伝子を添加した検体による検
討では、1.24 コピー/μlの濃度においてMultiplex 
LAMPおよびsemi-nested PCR法の陽性数が、PCR
法による陽性数に比較し有意に多かった (表 3)。
Te-LAMPは他の試験と比較し有意差を認めなかっ
たことから、実験的に作製したスパイク検体での

検討において、T e - L A M Pは公定法である
semi-nested PCR法と同等の感度を有しているこ
とが示された。T.  as in igen i ta l i sについては、
Ta-LAMPおよびMultiplex LAMPはPCR法に比較し
有意に陽性数が多かった (表 4)。
　本研究にて筆者は、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisをそれぞれ特異的に検出する2種類
のLAMP法 (それぞれTe-LAMPおよびTa-LAMP) 
を開発した。既報のsemi-nested PCR法 [1] はT. 
equigenitalisを特異的に検出しT. asinigenitalis 
(ATCC 700933T) を検出することはなかったが、T. 
equigenitalis検出を目的に開発されたPCR法 [2]  
はT. asinigenitalis遺伝子も増幅する [8]。Te-LAMP
はsemi-nested PCR法と同様にT. equigenitalisを特
異的に検出し、反応時間として数時間を要する
semi-nested PCR法に比較しLAMP法では60分間
にまで短縮される。これらの遺伝子増幅法の感度
検討のため、本研究では実験的にTaylorella遺伝子
を添加したスパイク検体を用いた。このスパイク
検体には臨床検体同様、多くの遺伝子阻害物質が
含まれるため、検出法の感度を比較するという目
的にスパイク検体は適していると考えられる。ス
パイク検体を用いた検討により、Te-LAMPは
semi-nested PCR法およびPCR法と同等の感度で
あることが示唆された。LAMP法は特別な機器を
必要とせず、蛍光試薬を使うことにより結果を肉
眼で視覚的に判別することができる。そのため、筆
者は、設備の少ない場所において臨床検体からの
高感度なT. equigenitalis検出法としてTe-LAMPは
容易に導入可能であると考える。臨床現場で
Te-LAMPを使用することにより、CEM陽性馬に対
する迅速な防疫措置の実施が可能となる。T.  
asinigenitalisに関しては、Ta-LAMPはPCR法に比較
し、特異性が高く、さらに、スパイク検体を用いた
実験では感度も高かっため、本実験においてT. 
asinigenitalis遺伝子増幅法としてTa-LAMPが最も
有用であると考えられた。また、スパイク検体にお
けるMultiplex LAMPの検出感度は、Te-LAMPある
いは T a - L A M P とほぼ同等であった。T .  
asinigenitalisを牝馬に実験的に感染させると、子
宮内膜炎や子宮頚管炎などの臨床症状が認められ
る[6]ものの 、現時点ではウマからT. asinigenitalis

を検出してもCEMとしては扱われない。しかし、実
験感染では症状を呈するため、将来的にはCEMの
公式な原因菌としてT. equigenitalisだけでなくT. 
asinigenitalisも含まれる可能性があり、その際に、
Multiplex LAMPはT. equigenital isおよびT. 
asinigenitalisの簡易的なスクリーニング法として
有用であると考えられる。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

　Taylorella equigenitalisはAlcaligenaceae科に属
するグラム陰性球桿菌 [12]で、性感染症である馬
伝染性子宮炎 (CEM) の原因菌である。CEMは
1977年に初めて報告され [3, 15]、これまでに多
くの国で様々な品種の馬において認められている 
[10, 11, 13, 14]。CEMに感染した牝馬の特徴は、膣
からの大量の膿性粘液排出や、様々な程度の膣炎、
子宮内膜炎および子宮頚管炎であり、その結果と
して一時的な不妊となることが多い [14]。牡馬は
感染しても臨床症状を示さず、また、牝馬において
も不顕性キャリアーとなる症例が報告されてお
り、CEMの感染拡大においてはこのようなウマか
らの伝播が懸念されている [4]。
　一方、1997～1998年に臨床症状のない2頭の牡
ロバと1頭の牝ロバから、T. equigenitalisの亜種が
分離された [6]。その後実施された分類学研究に基
づき、この新たな亜種はTaylorella asinigenitalisと

分類された [5]。これまでに野外のウマにおけるT. 
asinigenitalis感染による発病例は認められておら
ず [5 ,  7 ]、2014年現在ではCEMの発生はT.  
equigenitalisが検出された場合にのみ公式な宣言
がなされる。
　T. equigenitalisの遺伝子検査法はいくつかの
Polymerase chain reaction法 (PCR法) がこれまで
に報告されている [1, 2]。しかし、本法はサーマル
サイクラーなどの特別な機器が必要で、設備の充
実していない場所においてはPCR法の実施が難し
い。Loop-mediated isothermal amplification法 
(LAMP法) は新たな核酸増幅法として開発され、
迅速性、特異性および効率性に優れており、さらに
特別な機器を必要とせずに等温条件下で核酸増幅
が可能な検査法である [9]。これらの特徴から、わ
ずかな設備しか保有していない場所における迅速
な伝染性疾患の診断に対して、LAMP法が有用な

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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ツールとなる可能性がある。
　本研究では、T .  e qu i g en i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalis検出のために各菌種の23S rRNA遺伝
子を標的とした新たなLAMP法 (Te-LAMPおよび
Ta-LAMP) を開発した。筆者は、これらのLAMP法
と既報PCR法の感度を比較するとともに、1本の反
応チューブでT .  e q u i g e n i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalisを同時検出できるMultiplex LAMPの
作成を試みた。
　Te-LAMPおよびTa-LAMPに使用するプライ
マーは、GenBankに登録されている両菌の23S 
rRNA遺伝子配列を参考に、PrimerExplorer V4（富
士通）を用いて設計した (表 1)。Te-LAMPのプライ
マー設計に用いた23S rRNA遺伝子のGenBankア
クセッションナンバーは、AB277176、AB277177
およびAB277178であり、Ta-LAMPのGenBankア
クセッションナンバーは、A B 2 7 7 1 7 5 、
AB277170、AB277172およびAB277173である。
　LAMP反応液の調整は、DNA増幅キット 
(Loopamp DNA Amplification Kit、栄研化学) を説
明書に基づき行った。Te-LAMPの反応は64℃、60
分、Ta-LAMPの反応は63℃、60分で実施し、
Multiplex LAMPは64℃、60分で行った。なお、
Multiplex LAMPは、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisの両菌種を検出することができる
が、両者を識別することはできない。LAMP法増幅
産物の検出は、リアルタイム濁度測定装置 
(LA-320C、栄研化学) を用いた。

　各LAMP法の特異性検討として92株の細菌を用
いた (表 2)。各細菌のDNA抽出は市販のDNA抽出
キット (InstaGene Matrix、バイオラッド) を説明
書どおりに使用して実施した。抽出後のDNA濃度
は蛍光光度計（Qubit、インビトロジェン）を用いて
測定し、そのDNA濃度からDNA抽出液の遺伝子コ
ピー数を換算した [16]。また、Te-LAMPおよび

Ta-LAMPの検出限界を検討するため、精製した
DNA抽出液を0.1×TEバッファーを用いて10倍階
段希釈し (T. equigenitalisおよびT. asinigenitalis 
DNA抽出原液の濃度は、それぞれ1.24×106 コ
ピー/μlおよび2.36×106 コピー/μl)、これらの
階段希釈液を用いて、それぞれのLAMP法を3回
行って、2回以上陽性と判定された最も低い濃度
を検出限界とした (コピー/反応)。
　Te-LAMPは67株全てのT. equigenitalis遺伝子を増
幅し、Ta-LAMPは2株全てのT. asinigenitalis遺伝子
を増幅することが確認された。一方で、標的外の菌
種や、後述する抽出DNAの添加を行っていない臨床
検体 (陰性対照) では、Te-LAMPあるいはTa-LAMP
による遺伝子増幅は確認されなかった (表 3および
4)。また、Te-LAMPの検出限界は24.8 コピー/反応、
Ta-LAMPでは47.2 コピー/反応であった。
　開発した本LAMP法との比較検討として既報の

PCR法 [2] およびsemi-nested PCR法 [1] を用いた。
PCR法はT. equigenitalisおよびT. asinigenitalisの両
菌種を検出できるが、それらを識別することがで
きない [8 ]。また、semi - n e s t ed  PCR法はT .  
equigenitalis遺伝子のみを検出する (unpublished 
data)。semi-nested PCR法は、既報どおりに実施し、
PCR法は既報の方法に若干の改変を加えて行った。
すなわち、PCR法は、DNAサンプル2μl、2×premix 
(EmeraldAmp PCR Master Mix、タカラバイオ) 25
μl および各プライマー（0.1μM）を含む50μlの反
応液を調整し、反応条件は94℃、5分の後に、94℃、
30秒・55℃、15秒・72℃、1分を35サイクル、そして
72℃、7分とした。各遺伝子増幅法に使用したDNA
抽出液はLAMP法およびPC R法では2μ l、
semi-nested PCR法では5μlである。
　Te-LAMP、Ta-LAMP、Multiplex LAMP、PCR法お
よびsemi-nested PCR法の検出感度の比較には、牝
馬 (サラブレッド種) から採材した陰核洞あるい
は陰核窩のスワブ324検体を使用した。これらの
スワブをDNA抽出のために、100μlの蒸留水に懸
濁し、100℃で10分間煮沸した。324検体の中から
66検体をランダムに抽出し、さらに3つのグルー
プに分け (各グループ22検体ずつ)、それぞれのグ
ループに対して10倍段階希釈したT. equigenitalis 
(NCTC 11184T) の抽出DNAを添加し、DNA濃度が
1.24、1.24×10および1.24×102 コピー/μlとな
るスパイク検体グループを作製した。同様に、T. 
asinigenitalis  (ATCC 700933T) についても抽出
DNAを階段希釈して添加し、DNA濃度が2.36、
2.36×10および2.36×102 コピー/μlとなる各22
検体ずつのスパイク検体グループを作製した。残
りの192検体には何も添加せず、非添加検体とし
て後に使用した。なお、全324検体は、日本におけ
るCEMの公定法であるsemi-nested PCR法を用い
た事前検査により T. equigenitalis陰性であること
が確認されている。
　T. equigenitalis遺伝子を添加した検体による検
討では、1.24 コピー/μlの濃度においてMultiplex 
LAMPおよびsemi-nested PCR法の陽性数が、PCR
法による陽性数に比較し有意に多かった (表 3)。
Te-LAMPは他の試験と比較し有意差を認めなかっ
たことから、実験的に作製したスパイク検体での

検討において、T e - L A M Pは公定法である
semi-nested PCR法と同等の感度を有しているこ
とが示された。T.  as in igen i ta l i sについては、
Ta-LAMPおよびMultiplex LAMPはPCR法に比較し
有意に陽性数が多かった (表 4)。
　本研究にて筆者は、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisをそれぞれ特異的に検出する2種類
のLAMP法 (それぞれTe-LAMPおよびTa-LAMP) 
を開発した。既報のsemi-nested PCR法 [1] はT. 
equigenitalisを特異的に検出しT. asinigenitalis 
(ATCC 700933T) を検出することはなかったが、T. 
equigenitalis検出を目的に開発されたPCR法 [2]  
はT. asinigenitalis遺伝子も増幅する [8]。Te-LAMP
はsemi-nested PCR法と同様にT. equigenitalisを特
異的に検出し、反応時間として数時間を要する
semi-nested PCR法に比較しLAMP法では60分間
にまで短縮される。これらの遺伝子増幅法の感度
検討のため、本研究では実験的にTaylorella遺伝子
を添加したスパイク検体を用いた。このスパイク
検体には臨床検体同様、多くの遺伝子阻害物質が
含まれるため、検出法の感度を比較するという目
的にスパイク検体は適していると考えられる。ス
パイク検体を用いた検討により、Te-LAMPは
semi-nested PCR法およびPCR法と同等の感度で
あることが示唆された。LAMP法は特別な機器を
必要とせず、蛍光試薬を使うことにより結果を肉
眼で視覚的に判別することができる。そのため、筆
者は、設備の少ない場所において臨床検体からの
高感度なT. equigenitalis検出法としてTe-LAMPは
容易に導入可能であると考える。臨床現場で
Te-LAMPを使用することにより、CEM陽性馬に対
する迅速な防疫措置の実施が可能となる。T.  
asinigenitalisに関しては、Ta-LAMPはPCR法に比較
し、特異性が高く、さらに、スパイク検体を用いた
実験では感度も高かっため、本実験においてT. 
asinigenitalis遺伝子増幅法としてTa-LAMPが最も
有用であると考えられた。また、スパイク検体にお
けるMultiplex LAMPの検出感度は、Te-LAMPある
いは T a - L A M P とほぼ同等であった。T .  
asinigenitalisを牝馬に実験的に感染させると、子
宮内膜炎や子宮頚管炎などの臨床症状が認められ
る[6]ものの 、現時点ではウマからT. asinigenitalis

を検出してもCEMとしては扱われない。しかし、実
験感染では症状を呈するため、将来的にはCEMの
公式な原因菌としてT. equigenitalisだけでなくT. 
asinigenitalisも含まれる可能性があり、その際に、
Multiplex LAMPはT. equigenital isおよびT. 
asinigenitalisの簡易的なスクリーニング法として
有用であると考えられる。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

　Taylorella equigenitalisはAlcaligenaceae科に属
するグラム陰性球桿菌 [12]で、性感染症である馬
伝染性子宮炎 (CEM) の原因菌である。CEMは
1977年に初めて報告され [3, 15]、これまでに多
くの国で様々な品種の馬において認められている 
[10, 11, 13, 14]。CEMに感染した牝馬の特徴は、膣
からの大量の膿性粘液排出や、様々な程度の膣炎、
子宮内膜炎および子宮頚管炎であり、その結果と
して一時的な不妊となることが多い [14]。牡馬は
感染しても臨床症状を示さず、また、牝馬において
も不顕性キャリアーとなる症例が報告されてお
り、CEMの感染拡大においてはこのようなウマか
らの伝播が懸念されている [4]。
　一方、1997～1998年に臨床症状のない2頭の牡
ロバと1頭の牝ロバから、T. equigenitalisの亜種が
分離された [6]。その後実施された分類学研究に基
づき、この新たな亜種はTaylorella asinigenitalisと

分類された [5]。これまでに野外のウマにおけるT. 
asinigenitalis感染による発病例は認められておら
ず [5 ,  7 ]、2014年現在ではCEMの発生はT.  
equigenitalisが検出された場合にのみ公式な宣言
がなされる。
　T. equigenitalisの遺伝子検査法はいくつかの
Polymerase chain reaction法 (PCR法) がこれまで
に報告されている [1, 2]。しかし、本法はサーマル
サイクラーなどの特別な機器が必要で、設備の充
実していない場所においてはPCR法の実施が難し
い。Loop-mediated isothermal amplification法 
(LAMP法) は新たな核酸増幅法として開発され、
迅速性、特異性および効率性に優れており、さらに
特別な機器を必要とせずに等温条件下で核酸増幅
が可能な検査法である [9]。これらの特徴から、わ
ずかな設備しか保有していない場所における迅速
な伝染性疾患の診断に対して、LAMP法が有用な

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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ツールとなる可能性がある。
　本研究では、T .  e qu i g en i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalis検出のために各菌種の23S rRNA遺伝
子を標的とした新たなLAMP法 (Te-LAMPおよび
Ta-LAMP) を開発した。筆者は、これらのLAMP法
と既報PCR法の感度を比較するとともに、1本の反
応チューブでT .  e q u i g e n i t a l i sあるいはT .  
asinigenitalisを同時検出できるMultiplex LAMPの
作成を試みた。
　Te-LAMPおよびTa-LAMPに使用するプライ
マーは、GenBankに登録されている両菌の23S 
rRNA遺伝子配列を参考に、PrimerExplorer V4（富
士通）を用いて設計した (表 1)。Te-LAMPのプライ
マー設計に用いた23S rRNA遺伝子のGenBankア
クセッションナンバーは、AB277176、AB277177
およびAB277178であり、Ta-LAMPのGenBankア
クセッションナンバーは、A B 2 7 7 1 7 5 、
AB277170、AB277172およびAB277173である。
　LAMP反応液の調整は、DNA増幅キット 
(Loopamp DNA Amplification Kit、栄研化学) を説
明書に基づき行った。Te-LAMPの反応は64℃、60
分、Ta-LAMPの反応は63℃、60分で実施し、
Multiplex LAMPは64℃、60分で行った。なお、
Multiplex LAMPは、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisの両菌種を検出することができる
が、両者を識別することはできない。LAMP法増幅
産物の検出は、リアルタイム濁度測定装置 
(LA-320C、栄研化学) を用いた。

　各LAMP法の特異性検討として92株の細菌を用
いた (表 2)。各細菌のDNA抽出は市販のDNA抽出
キット (InstaGene Matrix、バイオラッド) を説明
書どおりに使用して実施した。抽出後のDNA濃度
は蛍光光度計（Qubit、インビトロジェン）を用いて
測定し、そのDNA濃度からDNA抽出液の遺伝子コ
ピー数を換算した [16]。また、Te-LAMPおよび

Ta-LAMPの検出限界を検討するため、精製した
DNA抽出液を0.1×TEバッファーを用いて10倍階
段希釈し (T. equigenitalisおよびT. asinigenitalis 
DNA抽出原液の濃度は、それぞれ1.24×106 コ
ピー/μlおよび2.36×106 コピー/μl)、これらの
階段希釈液を用いて、それぞれのLAMP法を3回
行って、2回以上陽性と判定された最も低い濃度
を検出限界とした (コピー/反応)。
　Te-LAMPは67株全てのT. equigenitalis遺伝子を増
幅し、Ta-LAMPは2株全てのT. asinigenitalis遺伝子
を増幅することが確認された。一方で、標的外の菌
種や、後述する抽出DNAの添加を行っていない臨床
検体 (陰性対照) では、Te-LAMPあるいはTa-LAMP
による遺伝子増幅は確認されなかった (表 3および
4)。また、Te-LAMPの検出限界は24.8 コピー/反応、
Ta-LAMPでは47.2 コピー/反応であった。
　開発した本LAMP法との比較検討として既報の

PCR法 [2] およびsemi-nested PCR法 [1] を用いた。
PCR法はT. equigenitalisおよびT. asinigenitalisの両
菌種を検出できるが、それらを識別することがで
きない [8 ]。また、semi - n e s t ed  PCR法はT .  
equigenitalis遺伝子のみを検出する (unpublished 
data)。semi-nested PCR法は、既報どおりに実施し、
PCR法は既報の方法に若干の改変を加えて行った。
すなわち、PCR法は、DNAサンプル2μl、2×premix 
(EmeraldAmp PCR Master Mix、タカラバイオ) 25
μl および各プライマー（0.1μM）を含む50μlの反
応液を調整し、反応条件は94℃、5分の後に、94℃、
30秒・55℃、15秒・72℃、1分を35サイクル、そして
72℃、7分とした。各遺伝子増幅法に使用したDNA
抽出液はLAMP法およびPC R法では2μ l、
semi-nested PCR法では5μlである。
　Te-LAMP、Ta-LAMP、Multiplex LAMP、PCR法お
よびsemi-nested PCR法の検出感度の比較には、牝
馬 (サラブレッド種) から採材した陰核洞あるい
は陰核窩のスワブ324検体を使用した。これらの
スワブをDNA抽出のために、100μlの蒸留水に懸
濁し、100℃で10分間煮沸した。324検体の中から
66検体をランダムに抽出し、さらに3つのグルー
プに分け (各グループ22検体ずつ)、それぞれのグ
ループに対して10倍段階希釈したT. equigenitalis 
(NCTC 11184T) の抽出DNAを添加し、DNA濃度が
1.24、1.24×10および1.24×102 コピー/μlとな
るスパイク検体グループを作製した。同様に、T. 
asinigenitalis  (ATCC 700933T) についても抽出
DNAを階段希釈して添加し、DNA濃度が2.36、
2.36×10および2.36×102 コピー/μlとなる各22
検体ずつのスパイク検体グループを作製した。残
りの192検体には何も添加せず、非添加検体とし
て後に使用した。なお、全324検体は、日本におけ
るCEMの公定法であるsemi-nested PCR法を用い
た事前検査により T. equigenitalis陰性であること
が確認されている。
　T. equigenitalis遺伝子を添加した検体による検
討では、1.24 コピー/μlの濃度においてMultiplex 
LAMPおよびsemi-nested PCR法の陽性数が、PCR
法による陽性数に比較し有意に多かった (表 3)。
Te-LAMPは他の試験と比較し有意差を認めなかっ
たことから、実験的に作製したスパイク検体での

検討において、T e - L A M Pは公定法である
semi-nested PCR法と同等の感度を有しているこ
とが示された。T.  as in igen i ta l i sについては、
Ta-LAMPおよびMultiplex LAMPはPCR法に比較し
有意に陽性数が多かった (表 4)。
　本研究にて筆者は、T. equigenitalisおよびT. 
asinigenitalisをそれぞれ特異的に検出する2種類
のLAMP法 (それぞれTe-LAMPおよびTa-LAMP) 
を開発した。既報のsemi-nested PCR法 [1] はT. 
equigenitalisを特異的に検出しT. asinigenitalis 
(ATCC 700933T) を検出することはなかったが、T. 
equigenitalis検出を目的に開発されたPCR法 [2]  
はT. asinigenitalis遺伝子も増幅する [8]。Te-LAMP
はsemi-nested PCR法と同様にT. equigenitalisを特
異的に検出し、反応時間として数時間を要する
semi-nested PCR法に比較しLAMP法では60分間
にまで短縮される。これらの遺伝子増幅法の感度
検討のため、本研究では実験的にTaylorella遺伝子
を添加したスパイク検体を用いた。このスパイク
検体には臨床検体同様、多くの遺伝子阻害物質が
含まれるため、検出法の感度を比較するという目
的にスパイク検体は適していると考えられる。ス
パイク検体を用いた検討により、Te-LAMPは
semi-nested PCR法およびPCR法と同等の感度で
あることが示唆された。LAMP法は特別な機器を
必要とせず、蛍光試薬を使うことにより結果を肉
眼で視覚的に判別することができる。そのため、筆
者は、設備の少ない場所において臨床検体からの
高感度なT. equigenitalis検出法としてTe-LAMPは
容易に導入可能であると考える。臨床現場で
Te-LAMPを使用することにより、CEM陽性馬に対
する迅速な防疫措置の実施が可能となる。T.  
asinigenitalisに関しては、Ta-LAMPはPCR法に比較
し、特異性が高く、さらに、スパイク検体を用いた
実験では感度も高かっため、本実験においてT. 
asinigenitalis遺伝子増幅法としてTa-LAMPが最も
有用であると考えられた。また、スパイク検体にお
けるMultiplex LAMPの検出感度は、Te-LAMPある
いは T a - L A M P とほぼ同等であった。T .  
asinigenitalisを牝馬に実験的に感染させると、子
宮内膜炎や子宮頚管炎などの臨床症状が認められ
る[6]ものの 、現時点ではウマからT. asinigenitalis

を検出してもCEMとしては扱われない。しかし、実
験感染では症状を呈するため、将来的にはCEMの
公式な原因菌としてT. equigenitalisだけでなくT. 
asinigenitalisも含まれる可能性があり、その際に、
Multiplex LAMPはT. equigenital isおよびT. 
asinigenitalisの簡易的なスクリーニング法として
有用であると考えられる。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

　Taylorella equigenitalisはAlcaligenaceae科に属
するグラム陰性球桿菌 [12]で、性感染症である馬
伝染性子宮炎 (CEM) の原因菌である。CEMは
1977年に初めて報告され [3, 15]、これまでに多
くの国で様々な品種の馬において認められている 
[10, 11, 13, 14]。CEMに感染した牝馬の特徴は、膣
からの大量の膿性粘液排出や、様々な程度の膣炎、
子宮内膜炎および子宮頚管炎であり、その結果と
して一時的な不妊となることが多い [14]。牡馬は
感染しても臨床症状を示さず、また、牝馬において
も不顕性キャリアーとなる症例が報告されてお
り、CEMの感染拡大においてはこのようなウマか
らの伝播が懸念されている [4]。
　一方、1997～1998年に臨床症状のない2頭の牡
ロバと1頭の牝ロバから、T. equigenitalisの亜種が
分離された [6]。その後実施された分類学研究に基
づき、この新たな亜種はTaylorella asinigenitalisと

分類された [5]。これまでに野外のウマにおけるT. 
asinigenitalis感染による発病例は認められておら
ず [5 ,  7 ]、2014年現在ではCEMの発生はT.  
equigenitalisが検出された場合にのみ公式な宣言
がなされる。
　T. equigenitalisの遺伝子検査法はいくつかの
Polymerase chain reaction法 (PCR法) がこれまで
に報告されている [1, 2]。しかし、本法はサーマル
サイクラーなどの特別な機器が必要で、設備の充
実していない場所においてはPCR法の実施が難し
い。Loop-mediated isothermal amplification法 
(LAMP法) は新たな核酸増幅法として開発され、
迅速性、特異性および効率性に優れており、さらに
特別な機器を必要とせずに等温条件下で核酸増幅
が可能な検査法である [9]。これらの特徴から、わ
ずかな設備しか保有していない場所における迅速
な伝染性疾患の診断に対して、LAMP法が有用な

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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要約

　本研究は、健康な5頭のサラブレッドを供し、抗ヒスタミン薬であるd-クロルフェニラミン(CPM)の薬
物動態および、ヒスタミンが引き起こす丘疹を抑制する作用について調査した。CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した場合、血漿中分布は非常に早く、半減期および全身クリアランスは、それぞれ2.7時間およ
び0.7L/h/kgであった。CPMを0.1 mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与した際の最大丘疹抑制率は、投
与後0.5時間において、それぞれ37.8％および60.6％であった。CPMを0.5mg/kg経口投与した際の生物
学的利用率は38％であり、血漿中濃度は投与後1時間でピークに達した。また、丘疹が最も抑制されたの
は投与2時間後であり、最大丘疹抑制率は39％であった。ウマにおけるCPMの PK/PDモデルから、他の
抗ヒスタミン薬と比較してCPMの有効性(Emax)が低く、効能(EC50)は顕著に低く、感受性(h)もわずかに低
いと判明した。これらの結果により、治療に効果的なCPMの血漿中濃度を維持するためには、CPMの頻
回投与もしくは大量投与を行う必要があることが示された。
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メデトミジンCRIを併用したことにより、心肺機
能、鎮痛作用そして筋弛緩作用は向上したと報告
されている[10, 19]。しかし、外科手術時における
メデトミジンCRIのセボフルラン節約効果に関し
ては、未だ研究されていない。このことから、本研
究ではセボフルラン単独で維持した群（S群）と、セ
ボフルランにメデトミジンCRIを併用して維持し
た群（SM群）との間で、セボフルラン必要量と呼吸
循環系指標を比較した。
　ウマの全身麻酔において、覚醒期は特に重要な
局面である。覚醒の質を向上させるために、覚醒前
には鎮静薬（主にα2作動薬）を投与する[18, 20]。
本研究では、麻酔終了時にメデトミジンを静脈内
投与した群（S群）と、麻酔維持中メデトミジンCRI
を実施し覚醒前に再鎮静しなかった群（SM群）と
の間で、覚醒の質についても比較した。
　本研究の目的は、関節鏡手術中のセボフルラン
麻酔下サラブレッド種競走馬において、メデトミ
ジンCRIの臨床効果を評価することである。

材料および方法
供試馬：
　腕節構成骨の剥離骨折を発症し、関節鏡手術を
実施した50頭のサラブレッド種競走馬を対象と
した。無作為に選定した経験豊富な術者が、片方あ
るいは両方の肢に対して手術を実施した。対象馬
をS群とSM群に無作為に分類し、S群に分類した
25頭はセボフルラン単独で、SM群に分類した25
頭はセボフルランにメデトミジンCRIを併用して
維持した。S群の平均年齢および平均体重は各々
3.7±1.0歳、456±34 kgで、SM群は各々3.5±1.2
歳、体重454±27 kgだった。全例において、麻酔前
の血液検査および心電図検査の結果に異常は認め
られなかった。麻酔12時間前は絶食とし、自由飲
水とした。

麻酔および器械：
　全馬ともメデトミジン(5.0 μg/kg IV)を前投与
し、チオペンタールナトリウム2.0 g/頭を混合し
た5％ グアイフェネシン(1,000 ml/頭 IV)の急速
投与により麻酔導入した。導入後は気管内挿管し、
手術台上に仰臥位で保定した。麻酔はセボフルラ

ンおよび酸素（約5 l/min）により維持し、間歇的陽
圧換気法を用いて呼吸数8～12回/minの範囲内で
維持した。
　心拍数（HR）および調律のモニターには、AB誘導
の心電図を用いた。動脈血圧はトランスデュー
サーを介して直接法により測定した。気管チュー
ブの回路終末から連続的に呼気ガスを吸引し、赤
外線吸収法により終末呼気セボフルラン濃度
（ETsevo）を測定した。麻酔監視システムを用いて、
ETsevo、HR、収縮期動脈血圧（SAP）、拡張期動脈血圧
（DAP）および平均動脈圧（MAP）を麻酔終了まで5
分毎に記録した。動脈血を15分毎に採取し、血液
ガス分析装置を用いて、採取後直ちに動脈血二酸
化炭素分圧（PaCO2）、動脈血酸素分圧（PaO2）およ
びpHを測定した。

実験プロトコール：
　SM群では、麻酔維持中に0.05 μg/kg/minの定
速でメデトミジンCRIを実施した。麻酔深度は、眼
瞼反射、眼球位置、眼球振盪（眼振）、心血管系の反
応などのバイタルサインに基づき、最低でも2人
以上の経験豊富な麻酔医が主観的に評価した。
チーフの麻酔医に対しては、ブラインドで実験を
行った。外科手術が適切に実施できるよう、吸気セ
ボフルラン濃度を適宜変更して麻酔深度を調節し
た。体動、活発な眼瞼反射、眼振あるいは心血管系
の急激な変化が認められた場合は、浅麻酔と判断
した。麻酔中は、乳酸リンゲル液を約10 ml/kg/hr
で投与した。ドブタミンを投与し、MAPを60～80 
mmHgに維持した。
　全馬に対して自由起立とした。S群では麻酔終了
時にメデトミジン1.0 μg/kgを静脈内投与し、SM
群では再鎮静を行わなかった。デマンドバルブを
用いて酸素を供給し、自発呼吸が十分に出現した
のを確認してから抜管した。覚醒の質は、
Gozalo-Marcillaらの報告に基づき、G5（excellent）
からG1（poor）までのスコアを用いて評価した
[14]。起立の試行回数と麻酔終了時から自発呼吸
の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試みおよび
起立までの時間を各々記録した。手術終了から覚
醒前までの間に、フルニキシンメグルミン（1.0 
mg/kg IV）を投与した。

統計解析：
　2群間の心血管系指標の比較には、二元配置分
散分析を用いた。有意差が認められた場合は、
Tukey-Kramer法（多重比較検定）を用いて検定し
た。2群間の年齢、体重、平均ETsevo、平均ドブタミン
投与速度、血液ガス、麻酔時間、各覚醒所見を認め
た時間、起立の試行回数および起立スコアの比較
には、Mann-Whitney U検定を用いた。結果は平均
±標準偏差で表示し、危険率0.05未満を有意差あ
りとした。

結果
　手術前の血液検査および心電図検査において、
異常は認められなかった。2群間の年齢および体
重に有意差は認められなかった。麻酔維持中の平
均E T s e v o を図1に示す。SM群の平均E T s e v o
（2.5±0.1％）は、S群（2.8±0.1％）に比較して有意
に低値を示した（p<0.001）。関節鏡手術中におけ
るメデトミジンCRIのセボフルラン節約効果は、約
10%だった。両群の術中におけるHR、SAP、DAP、
MAPを表1に示す。両群間で有意差は認められな
かった。SM群における術中のMAP値は、目標値の
範囲内で維持できた。一方、MAP値を目標値の範
囲内に維持するために必要な平均ドブタミン投与
速度は、SM群（0.55±0.34 μg/kg/min）がS群
（0.89±0.21 μg/kg/min）に比較して有意に低値
を示した（p<0.001）。SM群のPaCO2およびPaO2

（各々50±5 mmHg、411±93 mmHg）とS群（各々
48±3 mmHg、412±60 mmHg）との間に、有意差
は認められなかった。

　麻酔時間は、SM群では62±23分、S群では
64±20分であり、2群間に有意差は認められな
かった。起立の試行回数は、SM群がS群に比較して
有意に少なく（p=0.003）、起立スコアはSM群がS
群に比較して有意に優れていた（p=0.014）（図2）。
自発呼吸の出現、抜管、最初の体動、犬座、最初の試
みおよび起立までの時間は、SM群（各々8±5分、
14±6分、49±11分、58±12分、62±11分、
63±11分）とS群（各々8±4分、15±5分、50±6
分、57±7分、62±7分、64±7分）との間に有意差
は認められなかった。

考察
　本研究では、0.05 μg/kg/minの定速でメデトミ
ジンCRIしたことにより、外科手術に必要なセボフ
ルラン量は約10%減少し、心肺機能は良好に維持
でき、再鎮静は実施しなくても覚醒の質は向上し
た。これは、メデトミジンの持つ強力な鎮静および
鎮痛効果が、セボフルラン濃度の減少分を補填し
たものと考えられた。
　1.7%イソフルラン単独群と1.4%イソフルラン
にメデトミジンCRIを併用した群で比較した過去
の報告では、両群とも同程度の麻酔深度だったに
も関わらず、CRI群ではより活発な眼瞼反射を認め
た[9, 10]。以前から、馬における麻酔深度は、自発
的な眼瞼反射や眼振などの眼の所見を基に評価し
ている。ただし、この手法で麻酔深度を正確に判定
することには限界があることから、今回の実験設
定によってメデトミジンCRIによるセボフルラン
必要量の減少効果を正確に評価することにも限界
があると考えられた。
　本研究と類似した手法を用いた過去の研究で
は、外科手術時におけるデトミジン[21]あるいは
デクスメデトミジン[14]CRIにより、適切な麻酔深
度の維持に必要なイソフルラン量を減少できな
かった。一方、研究用ポニーにおいて、メデトミジ
ンCRIによりデスフルランのMACは28%減少し
[5]、デクスメデトミジンCRIによりセボフルラン
のMACは53%減少した[12]との報告がある。これ
らの結果は、麻酔薬節約効果を正確に評価するた
めには、実験的MAC減少試験が望ましいことを示
している。本研究では、両群で活発な眼の反射は認

められなかったことから、実際には我々の予測以
上に麻酔深度が深くなっていたのかもしれない。
実験的MAC減少試験を行えば、メデトミジンCRI
によるセボフルラン必要量の減少効果は、10%以
上を示した可能性も考えられる。
　ウマにおいて、セボフルランは用量依存性の循
環抑制を引き起こすことから、セボフルラン必要
量の減少は心血管系の安定と周術期管理の向上に
つながると考えられる[1, 16, 22]。したがって、メ
デトミジンCRIによりセボフルラン必要量が10%
減少したことが、MAP値を目標値の範囲内に維持
するためのドブタミン必要量が減少したと考えら
れた。α2アドレナリン受容体作動薬は、初期に高
血圧と徐脈を、続いてやや長期の低血圧を引き起
こすと報告されている[7, 26]。一方、意識下のポ
ニーにおいて、2時間のメデトミジンCRIがボーラ
ス投与に比較して心肺系への影響を最小限にする
との報告もある[3]。本研究では心拍出量と末梢血
管抵抗は測定していないが、0.05 μg/kg/minのメ
デトミジンCRIは心血管系への副作用を引き起こ
さなかったと考えられた。
　本研究におけるメデトミジン投与速度は、過去
の報告に基づいて決定した[23]。本研究では血漿
中メデトミジン濃度を測定しなかったが、麻酔中
のETsevo値は安定していたことから、SM群において
血漿中メデトミジン濃度は麻酔終了時まで十分に
維持できていたと考えられた。
　覚醒の質には、ウマの身体状況、麻酔時間そして
使用した麻酔薬を含む多くの因子が関与する[17, 
27]。本研究における麻酔終了時のETsevo値は、SM群
はS群に比較して低値を示した。また、本研究にお
ける麻酔時間はかなり短かった。したがって、SM
群はS群に比較してセボフルランが体内からより
速く排出されたと推測された。しかし、覚醒時間に
ついては2群間に有意差は認められなかった。イ
ソフルラン麻酔にデクスメデトミジンCRIを併用
した研究用ポニーにおいて、再鎮静を実施しな
かったが、運動失調はほとんど無く覚醒したと報
告されている[13]。本研究では、SM群のウマにお
いてメデトミジンにより深く鎮静が得られて、こ
のことが優れた覚醒をもたらしたと考えられた。

結論
　メデトミジンCRIは、セボフルランの必要量を約
10％減少させ、心肺機能を良好に維持し、覚醒の
質を向上させた。したがって、サラブレッド種競走
馬の関節鏡手術において、セボフルラン吸入麻酔
にメデトミジンCRIを併用する本麻酔法は臨床上
有用であると考えられた。
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はじめに
　揮発性麻酔薬の中で、セボフルランは血液溶解
度が小さいため、迅速な麻酔導入、容易な麻酔深度
調節、速やかな覚醒という利点を持つ[2, 8, 24]。し
かし、セボフルランは用量依存性に心肺系の機能
を抑制することが知られており、このことが術中
の事故死と自然死の危険性を高めている[1, 11, 
16]。このことから、ウマの臨床においては、揮発性
麻酔薬の必要量を減少させ心肺系機能の抑制作用
を最小限にするために、バランス麻酔法がしばし
ば用いられる[23]。

　多くのバランス麻酔法において、強力な鎮静お
よび鎮痛効果から、α2アドレナリン受容体作動薬
が用いられている[23]。デトミジンやキシラジン
に比較して、メデトミジンは高い特異性を持つα2

作動薬である[6, 7, 25, 26]。ウマにおける短い半
減期、特異性そして有効性という観点から、メデト
ミジンは定速持続投与(CRI)として適切である[4, 
10, 15, 19]。
　研究用ポニーにおいて、メデトミジンCRIにより
デスフルランの最小肺胞内濃度(MAC)は28%減少
したと報告されている[5]。他にもイソフルランに

Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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Fig. 1  d-クロルフェニラミンマレイン酸塩静脈内投与後のウ
マにおける、d-クロルフェニラミン血漿中濃度(○)と丘疹抑制
効果(□)。白塗りおよび黒抜きの記号は、投与量を示しており、
それぞれ0.1mg/kgおよび0.5mg/kgである(mean±SD, n=5)。
細い直線はEC50を示している。丘疹抑制効果は、割合(％)で表記
しており、CPM非投与下において生理食塩水を皮内投与した丘
疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非投与下でヒスタミンを皮内
投与した丘疹の面積を0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタ
ミンによる丘疹抑制率(％)を算出した。また、アスタリスクは、
CPM非投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積（0%丘
疹抑制）と比べて有意な差があることを示している(p<0.01)。

Fig. 2  d - クロルフェニラミンマレイン酸塩経口投与
(0.5mg/kg)後のウマにおける、d-クロルフェニラミン血漿中濃
度(▲)と丘疹抑制効果(△) (mean±SD, n=5)。細い直線はEC50を
示している。丘疹抑制効果は、割合(％)で表記しており、CPM非
投与下において生理食塩水を皮内投与した丘疹の面積を100%
丘疹抑制、CPM非投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面
積を0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる丘疹抑
制率(％)を算出した。また、アスタリスクは、CPM非投与下でヒ
スタミンを皮内投与した丘疹の面積（0%丘疹抑制）と比べて有
意な差があることを示している(p<0.01)。

Table 1
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩静脈内投与(0.1mg/kgおよ
び0.5mg/kg)後のウマ(n=5)における、薬物動態のMean(±SD)
値は、2コンパートメントモデルを使用し、血漿中d-クロルフェ
ニラミン濃度より算出した。

Table 2
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩経口投与(0.5mg/kg)後の
ウマ(n=5)における、薬物動態のMean(±SD)値は、1コンパート
メントモデルを使用し、血漿中d-クロルフェニラミン濃度より
算出した。

C1およびC2はそれぞれ分布と排泄の曲線におけるy切片であ
る。λ1およびλ2は、それぞれ分布および排泄の曲線における傾
きである。AUCおよびAUMCはそれぞれ、血漿中濃度―時間曲
線下面積および１次モーメント曲線下面積(time0~∞)である。
MRT、CL、VdareaおよびVdssはそれぞれ、平均滞留時間、全身クリ
アランス、AUC下分布容積および定常状態分布容積である。tα1/2
およびtβ1/2は、それぞれ分布半減期および排泄半減期である。ア
スタリスクは、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの静脈内投与間にお
ける有意な差を示している(p<0.05)。

λ2およびλ3は、それぞれ排泄および吸収の曲線における傾き
である。AUCおよびAUMCはそれぞれ、血漿中濃度―時間曲線
下面積および１次モーメント曲線下面積(time0~∞)である。
MRTは、平均滞留時間である。tβ1/2およびtabs1/2は、それぞれ排泄
半減期および吸収半減期である。CmaxおよびTmaxは、それぞれ最
高血漿中濃度および最高血漿中濃度時間である。Fは、経口生物
学的利用率である。
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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Introduction
　抗ヒスタミン薬は、イヌ、ネコ[9, 10, 13] および
ヒト[7, 23]において過敏性反応やアレルギー反応
に対する主要な薬として使用されている。そして、
これらはしばしば第一世代および第二世代に分類
される。第一世代の抗ヒスタミン薬はBBB(血液脳
関門)を容易に通過することができ、ヒトにおいて
は鎮静などの副作用も引き起こす[3, 25]。一方、第
二世代の抗ヒスタミン薬には上記の副作用(鎮静
作用)はなく、ヒトにおいては治療に用いられてい
る[2, 4, 22, 31] 。現在、ウマの獣医療においては、
経済的な理由から第一世代の抗ヒスタミン薬が優
先的に用いられており、第一世代の抗ヒスタミン
薬であるd-クロルフェニラミンは、50年に渡り

様々なアレルギー疾患の重要な治療薬として使用
されてきた[8, 14, 19] 。
　この化合物は、(S)-(-)エナンチオマー(l-クロル
フェニラミン)および(S)-(+)エナンチオマー(d-ク
ロルフェニラミン)のキラル炭素であり、d-クロル
フェニラミンはl-クロルフェニラミンに比べ、より
効果的な抗ヒスタミン薬として知られている
[16]。ヒトにおけるCPMの投与量は、各アレルギー
疾患における臨床的効果基準に基づいて決定され
ている。
　蕁麻疹は、ヒト[31]およびウマ[15, 19]におい
て、非アレルギー性およびアレルギー性で引き起
こされる最も一般的な皮膚疾患の一つである。
CPMは、獣医学領域では幅広く使用されており、

日本ではウマの蕁麻疹における第一選択薬となっ
ている。しかしながら、現在用いられている
0.25mg/kgのCPMを経口投与では、治療に成功す
る症例も限られており[8]、今後はより適切な投与
法が必要となっている。ヒトにおいてCPMの薬物
動態は広く研究されている[5, 17, 20, 27] が、ウ
マにおいてCPMの薬物動態は未だ報告されてい
ない。
　ヒスタミン皮内反応試験は、皮膚におけるヒス
タミンH1受容体遮断薬の薬力価を評価する最も
一般的な試験である[2, 4, 6, 18, 21] 。さらに、ヒ
トにおいては年代別のCPMの効果が、ヒスタミン
皮内反応試験および薬物動態学を用いて調査され
ている[20, 24] 。ウマにおいて、他のヒスタミン
H1受容体遮断薬は研究されている[11, 12, 28] に
も関わらず、CPMにおける薬物動態および薬力価
は報告されていない。そこで本研究では、ウマに
CPMを静脈内及び経口投与した際の、薬物体内動
態および薬力価について調査することを目的とし
た。

Material and Method
　実験は、全てJRA競走馬総合研究所内で実施し、
370~460kgの健康な5頭の3歳サラブレッド(牡3
頭、牝2頭)を供した。研究期間を通して、全ての個
体は個別の馬房で飼育し、水および牧草は自由採
食できるものとした。

Study Design
　実験は、クロスオーバー法にて行い、各々の投与
実験後に１週間の休薬期間を設けた。静脈内投与
実験には、0.1mg/kgおよび0.5mg/kgの2パターン
の投与量を用い、頸静脈へのボーラス投与にて実
施した。経口投与は0.5mg/kgの投与量で、破砕し
た C P M 錠 剤 ( ポ ラ ラ ミ ン タ ブ レ ッ ト 、
Schering-Plough)を500mLの水に溶解させたもの
を用い、経鼻チューブで投与した後、直ちに
500mLの水でフラッシュした。血液サンプル
(10mL)は、投与後0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、4、6、
9、12.5、23時間においてそれぞれへパリン管に採
取し、直ちに1500gで遠心分離機にかけ、分離した
血漿を-20℃で保管した。

Histamine intradermal tests
　CPMの抗ヒスタミン作用の評価は、過去の研究
で使用されていたプロトコルを用い、ヒスタミン
皮内反応試験にて実施した。注入するヒスタミン
は、ヒスタミン塩酸塩(Wako Pure Chemical  
Industries)0.1mgを、0.9％の生理食塩水10mLに
溶解して作製した。各ウマはこのヒスタミン液を、
27Gの注射針を用いて、左右の頸に0 . 1mL
(10ng/site ヒスタミン塩酸塩)ずつ投与した。丘疹
の最大径と最大径に直角に交わる線の長さは、投
与の20分後に電子測径器を用いて測定し、丘疹の
面積は、最大径を用いて楕円の面積公式により算
出した。ヒスタミン皮内反応試験は、各試験毎に
CPM投与後0.5、1、2、4、6、12.5、23時間において
実施した。CPM非投与下において生理食塩水を皮
内投与した丘疹の面積を100%丘疹抑制、CPM非
投与下でヒスタミンを皮内投与した丘疹の面積を
0%丘疹抑制とし、CPM投与後のヒスタミンによる
丘疹抑制率(％)を算出した。

CPM Assay
　血漿中CPM濃度は、液体クロマトグラフィー質
量分析計を用いて測定した[26]。ジフェンヒドラ
ミン塩酸塩(Sigma-Aldrich)を、内部標準として使
用した。LC-MSは、四重極型質量分析計を用いた
(LC-MS2010A system)。カラムは、XBridge Shield 
RP18(2.1×150 mm, Waters)を使用し、移動相は
水：アルコールを７：３で混ぜた溶液に0.5％の蟻
酸を加えたものを使用した。LC-MSはエレクトロ
スプレーおよびイオン化プローブを用い、ポジ
ティブイオンモードにて使用した。また、セレク
ティッドイオンモニタリングモードは、CPM(m/z 
275)と、内部基準を分析するために使用した。
キャリブレーションカーブ作成のためのCPM参
照基準である(S)-(+) マレイン酸クロルフェニラミ
ンは、ブランク血漿中に0.2～50.0ng/mLの範囲で
準備した。すべてのスタンダードおよび未知のサ
ンプルは、２つずつ用意した。この方法による血漿
中CPM回復率は、82.3％であった。キャリブレー
ションカーブにおけるこの相関率は0.999％以上
であり、定量化の限界は0.2ng/mLであった。
0.4ng/mL、20.0ng/mLの濃度における日内精度

は、全頭それぞれ5.92％および6.24％であり、日間
精度はそれぞれ9.82％および7.59％であった。

Pharmacokinetic analysis
　各動物におけるCPMの時間に対する血漿中濃
度は、片対数グラフにプロットし、プロットした曲
線は曲線あてはめプログラム(SAAM-Ⅱプログラ
ム)によって分析した。各ウマにおける最適な統計
モデルと体重の設定は、曲線あてはめによる外観
検査および赤池情報量基準(AIC)、ベイズ情報量基
準(BIC)というソフトウェアを用いて実施した。静
脈内および経口投与における投与量のデータは、
それぞれ2コンパートメントモデルおよび１コン
パートメントモデル解析により最適化した。2コ
ンパートメントモデルおよび１コンパートメント
モデル解析はそれぞれ以下の等式にて表した。

Ct = C1×e‒λ1×t+ C2×e‒λ2×t and Ct = C2×e‒λ2×t ‒ 
C2×e ‒λ3×t

　Ct1は、各時間における薬物濃度を表しており、
C1とC2はそれぞれ曲線における分配と排泄のy切
片を示している。また、λ1、λ2およびλ3はそれぞ
れ分配、排泄、および吸収の勾配を表している。血
漿中濃度―時間曲線下面積(AUC)および１次モー
メント曲線下面積(time0~∞)は、トラペゾイタル
法を用いて計算した。平均滞留時間(MRT)は、各投
与量においてAUMC/AUCで計算した。静脈内投与
での全身クリアランス(CL)はAUCで除することに
よって求めた。静脈内投与量のAUCに基づく分布
のapartment volume は、CLをλ2で除して計算し
た。静脈内投与の恒常時における分布のapartment 
volumeは、CLとMRTの積によって計算した。分布、
排泄および吸収の半減期(それぞれt1/2α、t1/2βおよ
びt1/abs)は2の自然対数をλ1、λ2およびλ3でそれぞ
れ除して計算した。経口投与後の最大濃度(Cmax)
および最大濃度時間(Tmax)は、プロットした曲線
により求めた。経口投与後の生物学的利用率(F)
は、経口投与におけるAUCを静脈内投与における
AUCで除して求めた。

Pharmacokinetic/pharmacodynamic link model

　CPM投与による抗ヒスタミン効果は、丘疹抑制
率(％)で表した。各動物における薬物濃度と効果
の相関は、シグモイドEmaxモデルの等式を用いて
計算した。

E(t) = (Emax × Cth ) / (EC50h + Cth)

E(t)は、時間t(Ct)において濃度が与えた影響を示し
ている。Emaxは、薬による最大の効果を表してい
る。EC50は、Emaxの50％を作り出す血漿中濃度を
表しており、hは効果と濃度の相関勾配を表すヒル
係数である。

Statistical analysis
　全てのデータは、mean±SDで表記した。統計分
析はSPSSを用いて実施した。Wilcoxonの順位和検
定は、特定の薬物動態パラメータを比較するため
に使用した。ヒスタミン皮内反応試験において、処
置前後における丘疹範囲の比較は、Dunnet’s post 
hoc testに基づいたANOVAによって実施した。各
投与量におけるCPM投与後の血漿中濃度は、
person’s correlation coefficient(r)を用いて評価し
た。P＜0.05を有意差有りとした。

Results
　今回投与したいずれの量においても、ウマに対
して鎮静作用や消化器障害などの副作用がないこ
とが観察された。CPMを0 . 1m g / k gおよび
0.5mg/kgで静脈内投与、また0.5mg/kgで経口投
与した後の、平均血漿中濃度―時間曲線を表に示
した(Fig.1 Fig.2)。0.1mg/kgで静脈内投与および
0.5mg/kgで経口投与した際、投与して23時間後に
は血漿中濃度が検出限界以下となった。静脈内お
よび経口投与後の血漿中濃度は、2コンパートメ
ントモデルおよび１コンパートメントモデル解析
により最適化され、これらの薬物動態パラメータ
はTable1およびTable2にそれぞれ記載した。
0.5mg/kgで静脈内投与した際の、平均滞留時間お
よび定常状態総分布容積は0.1mg/kg投与した際
に比べ、有意な差があった(p<0.05)。
　0.1mg/kgおよび0.5mg/kgで静脈内投与後の、
最大丘疹抑制率はそれぞれ37.8±9.3％および

60.6±5.0％となり、その効果は長い時間をかけて
消失した。0.1mg/kg投与した際の抑制効果は、投
与後６時間において、CPM非投与下のヒスタミン
による丘疹と有意差が無くなった。一方、
0.5mg/kg投与した際には、投与後12.5時間が経過
するまで有意に高い効果を示した。CPM経口投与
において最大丘疹抑制を示した時間は、血漿中最
高濃度に達した時間より遅れていた。最大丘疹抑
制は、投与2時間後に観察され、その時間の抑制率
は39.1±7.35％(Fig.2)であった。

　0.5mg/kgで静脈内投与した際のCPMの効果は、
全てのウマにおいて対数的血漿中濃度と相関が
あった(r=0.93±0.05 ; p<0.01)。また、これは2コ
ンパートメント薬物動態モデルにおいて、効果と
時間座標をリンクさせることができた。PK/PDモ
デルから導き出した、Emax、EC50およびhのパラメー
タは、それぞれ79.2±12.1％、53.2±16.1ng/mL
および0.88±0.42であった。0.1mg/kgで静脈内投
与、および0.5mg/kgで経口投与した際の効果は非
常に低く、PK/PD解析には適合しなかった。

Discussion
　薬物動態の研究は、効果的かつ安全な薬の開発
に重要である。本研究では、健康なサラブレッドウ
マにおけるCPMの薬物動態を評価した。ウマにお
ける、静脈内投与後のCPM分布は、2コンパートメ
ントモデルの双指数関数方程式によって充分に表
すことができた。ヒトの研究において、静脈内投与
後のCPMの分布は、2もしくは3コンパートメント
モデルで表されてきた。これはおそらく、投与量、
採材スケジュールおよび分析法によって異なる可
能性がある。本研究においては、薬物分布期間、
VdareaおよびVdssの急速な減少が観察されており、
ウマにおいてCPMは投与後、急速かつ広域に組織
へ分布するということが推測される。ヒトにおい
て、経口投与後の吸収半減期および吸収のピーク
はそれぞれ0.35～1.04時間および2.0～4.0時間で
ある[5]。これは、本調査におけるウマの値よりも
長かった。本研究におけるCPMの急速な吸収は、
経鼻チューブによる上部消化管への直接的な投与
が関与しているかもしれない。
　経口投与したCPMのウマにおける生物学的利
用率は、ヒト(成人)での報告とほぼ一致しており
[30]、ウマにおいてもCPMの分布、経口吸収および
生物学的利用率は充分であると考えられる。しか
し、ウマにおける排泄半減期はヒトと比較しおお
よそ8倍も短く、全身クリアランスは8倍も高い結
果となった[5]。CPMは主にCYP2D6により代謝さ
れており、ウマの肝臓におけるCYP2D6の作用は、
ヒトよりも22倍高いということが報告されてい
る[1, 30]。それゆえに、ウマにおける高いCYP2D6
活性が、迅速なCPM代謝と、高い全身クリアラン
スを可能にしていたのかもしれない。また、体内か
らの急速なCPMの排泄は、治療効果を減弱させて
いたのかもしれない。
　本研究では、0.5mg/kgで静脈内投与した際の
MRTおよびVdssが、0.1mg/kgで静脈内投与した際
のものより顕著に高く、これによりCPMは高濃度
であるほど多く蓄積するということが示された。
抗ヒスタミン薬は、血管浸透圧を低下させること
により、丘疹を抑制している。ヒスタミン皮内試験
は、ヒトにおいて抗ヒスタミン薬の効果を評価す
るために用いられてきた[2, 4, 22] 。シモンズら

は、ヒトにおいて8mgのCPMを投与した3時間後
に最大丘疹抑制が起こり、抑制率は46％であった
とともに、その効果は24時間に渡って30％以上を
維持していたと報告した[21 ]。本研究では、
0.5mg/kgで経口投与した2時間後に最大丘疹抑制
を起こし、抑制率は39.1%となった。また、この効
果は23時間以内に10％未満に減弱した。よって、
ウマにおけるCPM(抗ヒスタミン薬)の効果は、ヒ
トに比べて低いということが示された。
　薬力学は一般的に、有効性(Emax)、効力(EC50)、感
受性(h)という3つのパラメータが設定されている
[29]。クレマスチンにおいて、これらのパラメータ
はそれぞれ65％、3.3ng/mLおよび3.6時間であり
[12, 28]、フェキソフェナジンでは92％、16ng/mL
および0.77時間であった。ウマにおいて、これらの
抗ヒスタミン薬が高い効能を示しているにも関わ
らず、経口投与における生物学的利用率が低いが
ために、一般的には使用されていない[12, 28]。し
かしながら、セチリジンはウマにおいて、経口によ
る複数回投与(0.2mg/kgで3回投与後、0.4mg/kg
で4回投与を12時間間隔で実施)により、薬力学パ
ラメータがそれぞれ95％、18ng/mLおよび1.5を
示しており、経口投与薬としてより有用かもしれ
ない[11]。 PK/PD解析により、ウマに0.5mg/kgの
CPMを静脈内投与することは、他に報告されてい
るヒスタミンH1受容体遮断薬の投与に比べて、有
効性(Emax=79.2%)は低く、効力(EC50=53.2ng/mL)
は非常に低く、感受性(h=0.88時間)もわずかに低
いということがわかった。これらのデータにより、
EC50を維持するためには、4時間ごとに0.5mg/kg
のCPMを静脈内投与する必要があり、CPMはウマ
の医療に適当ではないということが示唆された。
一方、経口投与時の低い生物学的利用率(約38％)
から、経口投与には経静脈投与の2.6倍の量を要す
ることが示された。

Conclusion
　本研究は、ウマにおいて、CPMを0.5mg/kgで静
脈内投与した際に、丘疹抑制効果と血漿中濃度が
相関を持つことを示した。CPMの吸収、分布およ
び生態学的利用率は、ウマとヒトで相違はなかっ
た。しかしウマにおいては、急速な排泄のために、

CPMの効果持続時間はヒトよりも短かった。ウマ
において、効果的なCPMの血漿中濃度を維持する
ためには、頻回の投薬と副作用のリスクを増加さ
せるほど大量の投与量が必要となることが示され
た。
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やすく現場応用は現実的ではなかった。近年の米
国では、幼駒の狭窄蹄を改善するために接着剤で
固定するタイプの開張蹄鉄としてアルミニウム・
スプリング・ヒンジ蹄鉄；Aluminum hinged shoe
（以下AHS；Rood & Riddle Equine Hospital ,  
Kentucky, Louisville, USA）が新たに開発された。
ところが、この特殊蹄鉄が蹄鞘および蹄骨の形状
改善に本当に効果があるのかについて具体的な数
値計測による検証はなされていない。今回、我々は
複数のサラブレッド種 1歳馬の狭窄蹄にAHSを適
用し、蹄鞘および蹄骨の形状変化を観察すること
で、狭窄蹄に対するAHSの効果を評価したので報
告する。
　調査対象は、北海道日高地区の3牧場で生まれた
サラブレッド種1歳馬で、前肢のどちらか一方にク
ラブフットを発症し、その蹄に狭窄蹄を併発した
11頭（体重330-408kg ;中央値351kg、日齢：
364-438日齢；中央値403日齢）とした（表1）。これ
らのウマでは、 クラブフットの改善を目的に運動
制限、鎮痛消炎剤、筋弛緩剤あるいはCurtisの方法
[5]に準じた蹄用樹脂製充填剤による前方張出蹄鉄
の付設（肢勢矯正）を実施したが、クラブフットは
まったく改善せず、狭窄蹄が進行して蹄冠の膨隆、
蹄尖壁の凹湾、蹄骨前縁角度の増加（蹄骨ローテー
ション）が認められるようになった。我々は、特殊
蹄鉄によって凍結路面上で馬が滑ることを懸念し
て、凍結がなくなる春期（4月後半から5月）を待っ
て、狭窄蹄の改善を目的としたAHSの適用を試み
た。AHS適用中は、全馬、日中は自由放牧、夜間は厩
舎内繋養とした。なお、患肢蹄の良化度合いを判定
するために、反対肢の健常蹄を比較対照とした。

　装蹄では、まず両蹄踵部負面をやや多めに削切
した後、AHSを適用した。AHSは内外2枝に分割さ
れたアルミニウム製鉄枝を組み合わせたもので、
スプリング (Lazy J Enterprises, Arizona)、リベッ
ト、鉄製ワイヤーを要事に組み立てて使用した（図
1）。組み立てたAHSはエクイロックス（EquiloxTM, 
Equilox International Inc., Minnesota, USA）による
接着装蹄により蹄負面に装蹄した。接着後は、スプ
リングの鉄尾を開く力を開放する目的で結んでい
た針金は切除した。蹄鉄の構造からスプリングの
脱落が懸念されたことから、蹄下面にエクイパッ
ク(Equi Pak, Vettec Hoof Care Products Inc., 
California, USA) を充填し、充填剤内にスプリング
を埋没させた（図2）。AHS開始時の月齢は12ヵ月

齢から14ヵ月齢（364日̶438日齢）で平均は13ヵ
月齢であった。改装期間は概ね1ヵ月間隔とした。
対照群である健常蹄では、趾軸を基準に標準削蹄
を施した後、通常のアルミニウム製蹄鉄（Normal 
Aluminum Shoe ；NAS）を釘付け装着した。対照群
の装蹄開始の平均月齢と改装期間は狭窄蹄側と同
様とした。
　計測では、まず削蹄直後のクラブフットの状態
をReddenの重症化分類法[10]により数値化
（Grade スコア0 - 3）した。すなわち、Grade 1（G1）
は健常な反対肢の蹄壁角度より3 -5℃大きいも
の、Grade 2（G2）健常な反対肢の蹄壁角度より5 
‒8℃大きく、蹄輪が蹄踵壁でより広がっているも
の、Grade 3（G3）は健常な反対肢の蹄壁角度は顕
著に峻立しており、蹄関節の前方破折が強くなっ
ているもの、Grade 4（G4）は患肢の蹄壁角度が
80°を越え、蹄尖と蹄踵の蹄冠の高さが同等と
なっているものとした。さらに、AHS初回装着日お
よび装着3ヵ月後の装蹄日、AHS効果判定のために
狭窄蹄および健常蹄の蹄形を測定し、特殊蹄鉄適
用前後の各値の変化度を求めた。蹄形の測定は削
蹄後かつ蹄鉄装着前に実施した。まず、蹄の最大横
径実測値をノギス(Digimatic Caliper CD-20PSXTM, 
Mitutoyo Co. Ltd., Kawasaki, Japan)を用いて測定
し た 。次 い で 、ポ ー タ ブ ル X 線 発 生 装 置
(Atomscope-20SHTM, Mikasa Ltd., Tokyo, Japan)お
よびComputed Radiography Regius model 190TM, 
Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan)により蹄の背
掌側像を撮影後デジタル画像として保存した。蹄
の背掌側像の場合、蹄壁の弧形が複雑なため造影
剤や金具などを使って蹄壁のエッジを正確に描出
することはできないため、X線画像のコントラス
トと明度を調整することでＸ線にやや透過性の蹄
壁や蹄冠のエッジを描出するようにした。その上
で、Picture Archiving and Communication System
（PACS）（NEOV ISTA  I - PACS  EX  KON ICA  
MINOLTA）を用いてコンピューター画面上で蹄冠
の横径、蹄負縁の横径、蹄骨関節面の横径および蹄
骨床縁の横径を測定した（図3）。デジタル画像上
での測定値は実測値ではなかったが、ノギスでの
最大横径部の実測値とＸ線写真上の蹄負縁の横径
とが一致することから、スケール調整することで

各値の実測値を求めた。そして、蹄冠横径に対する
蹄負縁の横径の比率（bearing border width / 
coronary width；B / C ratio）および蹄骨関節面の
横径に対する蹄骨床縁の横径の比率（so l a r  
surface width / articular surface width; S / A 
ratio）を算出した。なお、各計測では、三者により個
別に計測した値のケンドール一致係数が有意に
（p-value＜0.05）一致と判定された場合のみ、三者
の平均値をその測定値とした。統計学的な群間比
較は、スチューデントのｔ検定(Microsoft Excel 
2003, Microsoft Japan Co. Ltd., Tokyo, Japan)に
より実施し、p-valueが0.05以下を有意差ありとし
た。
　初回計測時のクラブフットのRedden分類は、G1
が2頭、G2が6頭、G3が3頭であった。対して3ヵ月
後では、G3からG2へ改善されたものが3頭中2頭、
G2からG1へ改善されたものが6頭中5頭、G1から
G0へ改善されたものが2頭中1頭であり、3頭は変
化がなかった。総じて11頭中8頭（72.7％）がクラ
ブフットのRedden分類にてグレードが下がった
（表1）。ケンドール一致係数から三者による各測
定値はそれぞれ一致と判定された。AHS装着前の
狭窄蹄の最大横径(平均±SD)は89.06±3.66 mm
で、健常蹄のそれは96.01±3.69 mmであり、両者
には統計学的に有意差が認められた。一方、AHS開
始3ヵ月後には、狭窄蹄の最大横径部幅は

105.39±3.20 mm、健常蹄では104.42±4.39mm
で両者に有意差はなかった。AHS装着３ヵ月後の
最大横径部幅の増加量は、狭窄蹄で16.33±1.83 
mm、健常蹄8.41±2.16 mmであった（図4上段）。
AHS装着前の狭窄蹄のB / C ratio（平均±SD）は
1.01±0.04、健常蹄では1.08±0.04であり、有意
に狭窄蹄が小さかった。対してAHS 装着3ヵ月後
には、狭窄蹄では1 . 1 5±0 . 0 4、健常蹄では
1.15±0.04と両者間には有意差がなくなった（図
4中段）。AHS装着前の狭窄蹄contracted feetのS / 
A ratio（平均±SD）は1.28±0.05、健常蹄では
1.36±0.08であり、有意に狭窄蹄が小さかった。対
してAHS 装着3ヵ月後には、狭窄蹄contracted feet
では1.39±0.06、健常蹄では1.40±0.07と両者間
には有意差がなくなった（図4下段）。
　今回、クラブフットに起因した幼駒の狭窄蹄
contracted feetにAHSによる矯正装蹄を試みたと
ころ、試験開始直前では有意差のあった狭窄蹄と
健常蹄の最大横径が、AHS装着3ヵ月後には同程度
の幅に成長して有意差がなくなった。最大横径部

の増加値で比べてもAHS装着により、有意に最大
横径が大きく発育したことがわかった。また、B / 
C ratioもS / A ratioも、試験開始直前では狭窄蹄が
健常蹄に比べて有意に小さかったが、AHS装着
３ヵ月後には両者に有意差がなくなっていた。こ
れらの結果は、AHS装着により蹄鞘および蹄骨の
各組織の成長度が促進されたことを示していた
（図５）。蹄骨の成長も改善できたことは、AHS装着
により蹄鞘の幅員が広がったことで蹄鞘内容積が
拡大し、蹄骨の成長できる余地が確保できたため
と考えられた。これらの結果から、AHS装着は蹄と
くに蹄踵が正常に発育していなかった狭窄蹄を正
常蹄形に近づける効果があることがわかった。な
お、約7割の馬でクラブフットのグレードの低下
も認められた。この改善のメカニズムは今回の調
査では明らかにできなかった。クラブフットは、肢
端の疼痛などに由来する屈筋の緊張および腱の短
縮から生じる関節拘縮であり、蹄踵の変形から発
生するものではない。これを考慮すると、AHS装着
がこの趾軸異常を直接改善したとは考えられな
い。しかしながら、狭窄蹄がしばしば蹄踵疼痛を発

生させる要因となるケースは多いことから、我々
はAHS装着が蹄踵の慢性的な疼痛を消失させるこ
とにも貢献した結果、屈筋緊張が改善されて間接
的にクラブフットも改善されたと考えている。ま
た、AHSによる蹄形改善によって広げられた蹄踵
負面での到着が良好となり、より正常な荷重が趾
軸の一致を矯正する一助となった可能性も考えら
れた。今後は、狭窄蹄の原因となる肢蹄疾患の早期
発見および予防法の開発、AHSのさらなる改良や
使い方の工夫に加えて、AHSの効果を最大限に引
き出すための適正な装着時期および期間について
具体的な指針を確立する必要があるだろう。
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研究ノート

1歳馬の狭窄蹄に対する
Aluminum Hinged Shoe適用の効果について

田中弘祐1)・平賀　敦2)・高橋敏之3)・桑野睦敏3)・Scott E. Morrison4)

　狭窄蹄とは、内外の蹄支角buttressが正常な蹄よ
りも接近し、蹄叉が委縮した形状を定義した装蹄
用語である[1, 3, 8]。狭窄蹄はどの年齢の馬におい
ても発生しうるものである。その原因としては、遺
伝学的素因、蹄角質の水分不足による蹄踵壁の萎
縮、運動不足などの蹄内血液循環の不良がもたら
す蹄踵壁の生長阻害、変形蹄や峻立した繋がもた
らす荷重バランスの不均衡などが挙げられる[2, 
3, 4, 11]。子馬では先天的あるいは後天的に発生
するが、後天的な例としてはnavicular diseaseのよ
うな慢性蹄疾患に伴う長期休養時、過長蹄-弱踵蹄
症候群long toe- low heel conformationやクラブ
フットのような趾軸異常の放置によりしばしば発
生する [2, 3]。生産地では子馬の狭窄蹄が発生す
るのをよく経験する。経験では、無処置で放置する
ならば狭窄蹄は自然には改善されず、最終的には
蹄鞘の形態に合わせて蹄骨phalanx III の後部幅も
小さくなってしまう。また、一肢蹄に狭窄蹄が起き

る場合は不同蹄となり、競走生命を短縮させる場
合もある [7]。装蹄の原則としては、左右の蹄形は
正常蹄形を念頭に置いた上で鏡像のように同じ形
になるよう矯正することが望ましい[9]。肢勢や歩
様に影響がなくても、最終的には狭窄蹄をもつこ
と自体が子馬の市場価値を低下させる［6］。これ
らの観点から、子馬の狭窄蹄を改善することは重
要である。
　2009年の日高地方での調査により、日高地方で
はクラブフットが比較的多く発生していることが
知られている。そして、クラブフットの放置に伴い
狭窄蹄もよく発生している［12］。狭窄蹄の対処方
法を模索することは、生産地に与える経済的損失
を最小限にする意味から必須と考えられており、
古くから拡張ばねや開張蹄鉄の摘要が考案されて
きた[3]。しかし、これらの手技では特殊蹄鉄を蹄
壁に釘で打ち留めるため、釘留めした蹄壁局所に
力学的負担が集中してしまうため、蹄壁が破損し

要約

　我々は1歳のサラブレッド種11頭のクラブフットに併発した狭窄蹄に、蹄踵の開張作用をもつ
Aluminum hinged shoe（AHS）を適用し、その効果検証を蹄鞘および蹄骨の形状変化を測定することで
実施した。蹄の最大横径、蹄冠横経に対する蹄負縁の横径の比率、蹄骨関節面の横径に対する蹄骨床縁
の横径の比率を比較したところ、AHSを装着して３ヵ月後には、狭窄していた蹄は対側の健常蹄と同様
の形態に改善された。以上の結果から、AHSは1歳馬の狭窄蹄を改善する効果があることが示された。
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やすく現場応用は現実的ではなかった。近年の米
国では、幼駒の狭窄蹄を改善するために接着剤で
固定するタイプの開張蹄鉄としてアルミニウム・
スプリング・ヒンジ蹄鉄；Aluminum hinged shoe
（以下AHS；Rood & Riddle Equine Hospital ,  
Kentucky, Louisville, USA）が新たに開発された。
ところが、この特殊蹄鉄が蹄鞘および蹄骨の形状
改善に本当に効果があるのかについて具体的な数
値計測による検証はなされていない。今回、我々は
複数のサラブレッド種 1歳馬の狭窄蹄にAHSを適
用し、蹄鞘および蹄骨の形状変化を観察すること
で、狭窄蹄に対するAHSの効果を評価したので報
告する。
　調査対象は、北海道日高地区の3牧場で生まれた
サラブレッド種1歳馬で、前肢のどちらか一方にク
ラブフットを発症し、その蹄に狭窄蹄を併発した
11頭（体重330-408kg ;中央値351kg、日齢：
364-438日齢；中央値403日齢）とした（表1）。これ
らのウマでは、 クラブフットの改善を目的に運動
制限、鎮痛消炎剤、筋弛緩剤あるいはCurtisの方法
[5]に準じた蹄用樹脂製充填剤による前方張出蹄鉄
の付設（肢勢矯正）を実施したが、クラブフットは
まったく改善せず、狭窄蹄が進行して蹄冠の膨隆、
蹄尖壁の凹湾、蹄骨前縁角度の増加（蹄骨ローテー
ション）が認められるようになった。我々は、特殊
蹄鉄によって凍結路面上で馬が滑ることを懸念し
て、凍結がなくなる春期（4月後半から5月）を待っ
て、狭窄蹄の改善を目的としたAHSの適用を試み
た。AHS適用中は、全馬、日中は自由放牧、夜間は厩
舎内繋養とした。なお、患肢蹄の良化度合いを判定
するために、反対肢の健常蹄を比較対照とした。

　装蹄では、まず両蹄踵部負面をやや多めに削切
した後、AHSを適用した。AHSは内外2枝に分割さ
れたアルミニウム製鉄枝を組み合わせたもので、
スプリング (Lazy J Enterprises, Arizona)、リベッ
ト、鉄製ワイヤーを要事に組み立てて使用した（図
1）。組み立てたAHSはエクイロックス（EquiloxTM, 
Equilox International Inc., Minnesota, USA）による
接着装蹄により蹄負面に装蹄した。接着後は、スプ
リングの鉄尾を開く力を開放する目的で結んでい
た針金は切除した。蹄鉄の構造からスプリングの
脱落が懸念されたことから、蹄下面にエクイパッ
ク(Equi Pak, Vettec Hoof Care Products Inc., 
California, USA) を充填し、充填剤内にスプリング
を埋没させた（図2）。AHS開始時の月齢は12ヵ月

齢から14ヵ月齢（364日̶438日齢）で平均は13ヵ
月齢であった。改装期間は概ね1ヵ月間隔とした。
対照群である健常蹄では、趾軸を基準に標準削蹄
を施した後、通常のアルミニウム製蹄鉄（Normal 
Aluminum Shoe ；NAS）を釘付け装着した。対照群
の装蹄開始の平均月齢と改装期間は狭窄蹄側と同
様とした。
　計測では、まず削蹄直後のクラブフットの状態
をReddenの重症化分類法[10]により数値化
（Grade スコア0 - 3）した。すなわち、Grade 1（G1）
は健常な反対肢の蹄壁角度より3 -5℃大きいも
の、Grade 2（G2）健常な反対肢の蹄壁角度より5 
‒8℃大きく、蹄輪が蹄踵壁でより広がっているも
の、Grade 3（G3）は健常な反対肢の蹄壁角度は顕
著に峻立しており、蹄関節の前方破折が強くなっ
ているもの、Grade 4（G4）は患肢の蹄壁角度が
80°を越え、蹄尖と蹄踵の蹄冠の高さが同等と
なっているものとした。さらに、AHS初回装着日お
よび装着3ヵ月後の装蹄日、AHS効果判定のために
狭窄蹄および健常蹄の蹄形を測定し、特殊蹄鉄適
用前後の各値の変化度を求めた。蹄形の測定は削
蹄後かつ蹄鉄装着前に実施した。まず、蹄の最大横
径実測値をノギス(Digimatic Caliper CD-20PSXTM, 
Mitutoyo Co. Ltd., Kawasaki, Japan)を用いて測定
し た 。次 い で 、ポ ー タ ブ ル X 線 発 生 装 置
(Atomscope-20SHTM, Mikasa Ltd., Tokyo, Japan)お
よびComputed Radiography Regius model 190TM, 
Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan)により蹄の背
掌側像を撮影後デジタル画像として保存した。蹄
の背掌側像の場合、蹄壁の弧形が複雑なため造影
剤や金具などを使って蹄壁のエッジを正確に描出
することはできないため、X線画像のコントラス
トと明度を調整することでＸ線にやや透過性の蹄
壁や蹄冠のエッジを描出するようにした。その上
で、Picture Archiving and Communication System
（PACS）（NEOV ISTA  I - PACS  EX  KON ICA  
MINOLTA）を用いてコンピューター画面上で蹄冠
の横径、蹄負縁の横径、蹄骨関節面の横径および蹄
骨床縁の横径を測定した（図3）。デジタル画像上
での測定値は実測値ではなかったが、ノギスでの
最大横径部の実測値とＸ線写真上の蹄負縁の横径
とが一致することから、スケール調整することで

各値の実測値を求めた。そして、蹄冠横径に対する
蹄負縁の横径の比率（bearing border width / 
coronary width；B / C ratio）および蹄骨関節面の
横径に対する蹄骨床縁の横径の比率（so l a r  
surface width / articular surface width; S / A 
ratio）を算出した。なお、各計測では、三者により個
別に計測した値のケンドール一致係数が有意に
（p-value＜0.05）一致と判定された場合のみ、三者
の平均値をその測定値とした。統計学的な群間比
較は、スチューデントのｔ検定(Microsoft Excel 
2003, Microsoft Japan Co. Ltd., Tokyo, Japan)に
より実施し、p-valueが0.05以下を有意差ありとし
た。
　初回計測時のクラブフットのRedden分類は、G1
が2頭、G2が6頭、G3が3頭であった。対して3ヵ月
後では、G3からG2へ改善されたものが3頭中2頭、
G2からG1へ改善されたものが6頭中5頭、G1から
G0へ改善されたものが2頭中1頭であり、3頭は変
化がなかった。総じて11頭中8頭（72.7％）がクラ
ブフットのRedden分類にてグレードが下がった
（表1）。ケンドール一致係数から三者による各測
定値はそれぞれ一致と判定された。AHS装着前の
狭窄蹄の最大横径(平均±SD)は89.06±3.66 mm
で、健常蹄のそれは96.01±3.69 mmであり、両者
には統計学的に有意差が認められた。一方、AHS開
始3ヵ月後には、狭窄蹄の最大横径部幅は

105.39±3.20 mm、健常蹄では104.42±4.39mm
で両者に有意差はなかった。AHS装着３ヵ月後の
最大横径部幅の増加量は、狭窄蹄で16.33±1.83 
mm、健常蹄8.41±2.16 mmであった（図4上段）。
AHS装着前の狭窄蹄のB / C ratio（平均±SD）は
1.01±0.04、健常蹄では1.08±0.04であり、有意
に狭窄蹄が小さかった。対してAHS 装着3ヵ月後
には、狭窄蹄では1 . 1 5±0 . 0 4、健常蹄では
1.15±0.04と両者間には有意差がなくなった（図
4中段）。AHS装着前の狭窄蹄contracted feetのS / 
A ratio（平均±SD）は1.28±0.05、健常蹄では
1.36±0.08であり、有意に狭窄蹄が小さかった。対
してAHS 装着3ヵ月後には、狭窄蹄contracted feet
では1.39±0.06、健常蹄では1.40±0.07と両者間
には有意差がなくなった（図4下段）。
　今回、クラブフットに起因した幼駒の狭窄蹄
contracted feetにAHSによる矯正装蹄を試みたと
ころ、試験開始直前では有意差のあった狭窄蹄と
健常蹄の最大横径が、AHS装着3ヵ月後には同程度
の幅に成長して有意差がなくなった。最大横径部

の増加値で比べてもAHS装着により、有意に最大
横径が大きく発育したことがわかった。また、B / 
C ratioもS / A ratioも、試験開始直前では狭窄蹄が
健常蹄に比べて有意に小さかったが、AHS装着
３ヵ月後には両者に有意差がなくなっていた。こ
れらの結果は、AHS装着により蹄鞘および蹄骨の
各組織の成長度が促進されたことを示していた
（図５）。蹄骨の成長も改善できたことは、AHS装着
により蹄鞘の幅員が広がったことで蹄鞘内容積が
拡大し、蹄骨の成長できる余地が確保できたため
と考えられた。これらの結果から、AHS装着は蹄と
くに蹄踵が正常に発育していなかった狭窄蹄を正
常蹄形に近づける効果があることがわかった。な
お、約7割の馬でクラブフットのグレードの低下
も認められた。この改善のメカニズムは今回の調
査では明らかにできなかった。クラブフットは、肢
端の疼痛などに由来する屈筋の緊張および腱の短
縮から生じる関節拘縮であり、蹄踵の変形から発
生するものではない。これを考慮すると、AHS装着
がこの趾軸異常を直接改善したとは考えられな
い。しかしながら、狭窄蹄がしばしば蹄踵疼痛を発

生させる要因となるケースは多いことから、我々
はAHS装着が蹄踵の慢性的な疼痛を消失させるこ
とにも貢献した結果、屈筋緊張が改善されて間接
的にクラブフットも改善されたと考えている。ま
た、AHSによる蹄形改善によって広げられた蹄踵
負面での到着が良好となり、より正常な荷重が趾
軸の一致を矯正する一助となった可能性も考えら
れた。今後は、狭窄蹄の原因となる肢蹄疾患の早期
発見および予防法の開発、AHSのさらなる改良や
使い方の工夫に加えて、AHSの効果を最大限に引
き出すための適正な装着時期および期間について
具体的な指針を確立する必要があるだろう。
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表1　クラブフット由来狭窄蹄を発生した子馬の一覧

　狭窄蹄とは、内外の蹄支角buttressが正常な蹄よ
りも接近し、蹄叉が委縮した形状を定義した装蹄
用語である[1, 3, 8]。狭窄蹄はどの年齢の馬におい
ても発生しうるものである。その原因としては、遺
伝学的素因、蹄角質の水分不足による蹄踵壁の萎
縮、運動不足などの蹄内血液循環の不良がもたら
す蹄踵壁の生長阻害、変形蹄や峻立した繋がもた
らす荷重バランスの不均衡などが挙げられる[2, 
3, 4, 11]。子馬では先天的あるいは後天的に発生
するが、後天的な例としてはnavicular diseaseのよ
うな慢性蹄疾患に伴う長期休養時、過長蹄-弱踵蹄
症候群long toe- low heel conformationやクラブ
フットのような趾軸異常の放置によりしばしば発
生する [2, 3]。生産地では子馬の狭窄蹄が発生す
るのをよく経験する。経験では、無処置で放置する
ならば狭窄蹄は自然には改善されず、最終的には
蹄鞘の形態に合わせて蹄骨phalanx III の後部幅も
小さくなってしまう。また、一肢蹄に狭窄蹄が起き

る場合は不同蹄となり、競走生命を短縮させる場
合もある [7]。装蹄の原則としては、左右の蹄形は
正常蹄形を念頭に置いた上で鏡像のように同じ形
になるよう矯正することが望ましい[9]。肢勢や歩
様に影響がなくても、最終的には狭窄蹄をもつこ
と自体が子馬の市場価値を低下させる［6］。これ
らの観点から、子馬の狭窄蹄を改善することは重
要である。
　2009年の日高地方での調査により、日高地方で
はクラブフットが比較的多く発生していることが
知られている。そして、クラブフットの放置に伴い
狭窄蹄もよく発生している［12］。狭窄蹄の対処方
法を模索することは、生産地に与える経済的損失
を最小限にする意味から必須と考えられており、
古くから拡張ばねや開張蹄鉄の摘要が考案されて
きた[3]。しかし、これらの手技では特殊蹄鉄を蹄
壁に釘で打ち留めるため、釘留めした蹄壁局所に
力学的負担が集中してしまうため、蹄壁が破損し

図1　Aluminum hinged shoe（AHS）の組立
a)　各部品;　鉄頭部で左右の鉄枝に分かれているAluminum 
shoeを蹄形に合わせて整形し、鉄頭部で重ねて１つの蹄鉄とな
るよう鉄頭部をリベットで止める。内外の鉄尾端内面に造孔
し、ここにV字状スプリングをはめ込む。　b)組上げた所；　鉄
枝はスプリングの力で自然に横方向に広がる効果をつくりだ
すことができる。内外の鉄尾付近の孔に針金を通して内外鉄尾
を締め込むように結ぶことで蹄鉄の横幅が蹄の最大横径部に
合うように調整してある。

図2　AHS装着蹄の蹄下面
エクイパックを充填することでスプリングの陥落を防止して
いる。
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やすく現場応用は現実的ではなかった。近年の米
国では、幼駒の狭窄蹄を改善するために接着剤で
固定するタイプの開張蹄鉄としてアルミニウム・
スプリング・ヒンジ蹄鉄；Aluminum hinged shoe
（以下AHS；Rood & Riddle Equine Hospital ,  
Kentucky, Louisville, USA）が新たに開発された。
ところが、この特殊蹄鉄が蹄鞘および蹄骨の形状
改善に本当に効果があるのかについて具体的な数
値計測による検証はなされていない。今回、我々は
複数のサラブレッド種 1歳馬の狭窄蹄にAHSを適
用し、蹄鞘および蹄骨の形状変化を観察すること
で、狭窄蹄に対するAHSの効果を評価したので報
告する。
　調査対象は、北海道日高地区の3牧場で生まれた
サラブレッド種1歳馬で、前肢のどちらか一方にク
ラブフットを発症し、その蹄に狭窄蹄を併発した
11頭（体重330-408kg ;中央値351kg、日齢：
364-438日齢；中央値403日齢）とした（表1）。これ
らのウマでは、 クラブフットの改善を目的に運動
制限、鎮痛消炎剤、筋弛緩剤あるいはCurtisの方法
[5]に準じた蹄用樹脂製充填剤による前方張出蹄鉄
の付設（肢勢矯正）を実施したが、クラブフットは
まったく改善せず、狭窄蹄が進行して蹄冠の膨隆、
蹄尖壁の凹湾、蹄骨前縁角度の増加（蹄骨ローテー
ション）が認められるようになった。我々は、特殊
蹄鉄によって凍結路面上で馬が滑ることを懸念し
て、凍結がなくなる春期（4月後半から5月）を待っ
て、狭窄蹄の改善を目的としたAHSの適用を試み
た。AHS適用中は、全馬、日中は自由放牧、夜間は厩
舎内繋養とした。なお、患肢蹄の良化度合いを判定
するために、反対肢の健常蹄を比較対照とした。

　装蹄では、まず両蹄踵部負面をやや多めに削切
した後、AHSを適用した。AHSは内外2枝に分割さ
れたアルミニウム製鉄枝を組み合わせたもので、
スプリング (Lazy J Enterprises, Arizona)、リベッ
ト、鉄製ワイヤーを要事に組み立てて使用した（図
1）。組み立てたAHSはエクイロックス（EquiloxTM, 
Equilox International Inc., Minnesota, USA）による
接着装蹄により蹄負面に装蹄した。接着後は、スプ
リングの鉄尾を開く力を開放する目的で結んでい
た針金は切除した。蹄鉄の構造からスプリングの
脱落が懸念されたことから、蹄下面にエクイパッ
ク(Equi Pak, Vettec Hoof Care Products Inc., 
California, USA) を充填し、充填剤内にスプリング
を埋没させた（図2）。AHS開始時の月齢は12ヵ月

齢から14ヵ月齢（364日̶438日齢）で平均は13ヵ
月齢であった。改装期間は概ね1ヵ月間隔とした。
対照群である健常蹄では、趾軸を基準に標準削蹄
を施した後、通常のアルミニウム製蹄鉄（Normal 
Aluminum Shoe ；NAS）を釘付け装着した。対照群
の装蹄開始の平均月齢と改装期間は狭窄蹄側と同
様とした。
　計測では、まず削蹄直後のクラブフットの状態
をReddenの重症化分類法[10]により数値化
（Grade スコア0 - 3）した。すなわち、Grade 1（G1）
は健常な反対肢の蹄壁角度より3 -5℃大きいも
の、Grade 2（G2）健常な反対肢の蹄壁角度より5 
‒8℃大きく、蹄輪が蹄踵壁でより広がっているも
の、Grade 3（G3）は健常な反対肢の蹄壁角度は顕
著に峻立しており、蹄関節の前方破折が強くなっ
ているもの、Grade 4（G4）は患肢の蹄壁角度が
80°を越え、蹄尖と蹄踵の蹄冠の高さが同等と
なっているものとした。さらに、AHS初回装着日お
よび装着3ヵ月後の装蹄日、AHS効果判定のために
狭窄蹄および健常蹄の蹄形を測定し、特殊蹄鉄適
用前後の各値の変化度を求めた。蹄形の測定は削
蹄後かつ蹄鉄装着前に実施した。まず、蹄の最大横
径実測値をノギス(Digimatic Caliper CD-20PSXTM, 
Mitutoyo Co. Ltd., Kawasaki, Japan)を用いて測定
し た 。次 い で 、ポ ー タ ブ ル X 線 発 生 装 置
(Atomscope-20SHTM, Mikasa Ltd., Tokyo, Japan)お
よびComputed Radiography Regius model 190TM, 
Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan)により蹄の背
掌側像を撮影後デジタル画像として保存した。蹄
の背掌側像の場合、蹄壁の弧形が複雑なため造影
剤や金具などを使って蹄壁のエッジを正確に描出
することはできないため、X線画像のコントラス
トと明度を調整することでＸ線にやや透過性の蹄
壁や蹄冠のエッジを描出するようにした。その上
で、Picture Archiving and Communication System
（PACS）（NEOV ISTA  I - PACS  EX  KON ICA  
MINOLTA）を用いてコンピューター画面上で蹄冠
の横径、蹄負縁の横径、蹄骨関節面の横径および蹄
骨床縁の横径を測定した（図3）。デジタル画像上
での測定値は実測値ではなかったが、ノギスでの
最大横径部の実測値とＸ線写真上の蹄負縁の横径
とが一致することから、スケール調整することで

各値の実測値を求めた。そして、蹄冠横径に対する
蹄負縁の横径の比率（bearing border width / 
coronary width；B / C ratio）および蹄骨関節面の
横径に対する蹄骨床縁の横径の比率（so l a r  
surface width / articular surface width; S / A 
ratio）を算出した。なお、各計測では、三者により個
別に計測した値のケンドール一致係数が有意に
（p-value＜0.05）一致と判定された場合のみ、三者
の平均値をその測定値とした。統計学的な群間比
較は、スチューデントのｔ検定(Microsoft Excel 
2003, Microsoft Japan Co. Ltd., Tokyo, Japan)に
より実施し、p-valueが0.05以下を有意差ありとし
た。
　初回計測時のクラブフットのRedden分類は、G1
が2頭、G2が6頭、G3が3頭であった。対して3ヵ月
後では、G3からG2へ改善されたものが3頭中2頭、
G2からG1へ改善されたものが6頭中5頭、G1から
G0へ改善されたものが2頭中1頭であり、3頭は変
化がなかった。総じて11頭中8頭（72.7％）がクラ
ブフットのRedden分類にてグレードが下がった
（表1）。ケンドール一致係数から三者による各測
定値はそれぞれ一致と判定された。AHS装着前の
狭窄蹄の最大横径(平均±SD)は89.06±3.66 mm
で、健常蹄のそれは96.01±3.69 mmであり、両者
には統計学的に有意差が認められた。一方、AHS開
始3ヵ月後には、狭窄蹄の最大横径部幅は

105.39±3.20 mm、健常蹄では104.42±4.39mm
で両者に有意差はなかった。AHS装着３ヵ月後の
最大横径部幅の増加量は、狭窄蹄で16.33±1.83 
mm、健常蹄8.41±2.16 mmであった（図4上段）。
AHS装着前の狭窄蹄のB / C ratio（平均±SD）は
1.01±0.04、健常蹄では1.08±0.04であり、有意
に狭窄蹄が小さかった。対してAHS 装着3ヵ月後
には、狭窄蹄では1 . 1 5±0 . 0 4、健常蹄では
1.15±0.04と両者間には有意差がなくなった（図
4中段）。AHS装着前の狭窄蹄contracted feetのS / 
A ratio（平均±SD）は1.28±0.05、健常蹄では
1.36±0.08であり、有意に狭窄蹄が小さかった。対
してAHS 装着3ヵ月後には、狭窄蹄contracted feet
では1.39±0.06、健常蹄では1.40±0.07と両者間
には有意差がなくなった（図4下段）。
　今回、クラブフットに起因した幼駒の狭窄蹄
contracted feetにAHSによる矯正装蹄を試みたと
ころ、試験開始直前では有意差のあった狭窄蹄と
健常蹄の最大横径が、AHS装着3ヵ月後には同程度
の幅に成長して有意差がなくなった。最大横径部

の増加値で比べてもAHS装着により、有意に最大
横径が大きく発育したことがわかった。また、B / 
C ratioもS / A ratioも、試験開始直前では狭窄蹄が
健常蹄に比べて有意に小さかったが、AHS装着
３ヵ月後には両者に有意差がなくなっていた。こ
れらの結果は、AHS装着により蹄鞘および蹄骨の
各組織の成長度が促進されたことを示していた
（図５）。蹄骨の成長も改善できたことは、AHS装着
により蹄鞘の幅員が広がったことで蹄鞘内容積が
拡大し、蹄骨の成長できる余地が確保できたため
と考えられた。これらの結果から、AHS装着は蹄と
くに蹄踵が正常に発育していなかった狭窄蹄を正
常蹄形に近づける効果があることがわかった。な
お、約7割の馬でクラブフットのグレードの低下
も認められた。この改善のメカニズムは今回の調
査では明らかにできなかった。クラブフットは、肢
端の疼痛などに由来する屈筋の緊張および腱の短
縮から生じる関節拘縮であり、蹄踵の変形から発
生するものではない。これを考慮すると、AHS装着
がこの趾軸異常を直接改善したとは考えられな
い。しかしながら、狭窄蹄がしばしば蹄踵疼痛を発

生させる要因となるケースは多いことから、我々
はAHS装着が蹄踵の慢性的な疼痛を消失させるこ
とにも貢献した結果、屈筋緊張が改善されて間接
的にクラブフットも改善されたと考えている。ま
た、AHSによる蹄形改善によって広げられた蹄踵
負面での到着が良好となり、より正常な荷重が趾
軸の一致を矯正する一助となった可能性も考えら
れた。今後は、狭窄蹄の原因となる肢蹄疾患の早期
発見および予防法の開発、AHSのさらなる改良や
使い方の工夫に加えて、AHSの効果を最大限に引
き出すための適正な装着時期および期間について
具体的な指針を確立する必要があるだろう。
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　狭窄蹄とは、内外の蹄支角buttressが正常な蹄よ
りも接近し、蹄叉が委縮した形状を定義した装蹄
用語である[1, 3, 8]。狭窄蹄はどの年齢の馬におい
ても発生しうるものである。その原因としては、遺
伝学的素因、蹄角質の水分不足による蹄踵壁の萎
縮、運動不足などの蹄内血液循環の不良がもたら
す蹄踵壁の生長阻害、変形蹄や峻立した繋がもた
らす荷重バランスの不均衡などが挙げられる[2, 
3, 4, 11]。子馬では先天的あるいは後天的に発生
するが、後天的な例としてはnavicular diseaseのよ
うな慢性蹄疾患に伴う長期休養時、過長蹄-弱踵蹄
症候群long toe- low heel conformationやクラブ
フットのような趾軸異常の放置によりしばしば発
生する [2, 3]。生産地では子馬の狭窄蹄が発生す
るのをよく経験する。経験では、無処置で放置する
ならば狭窄蹄は自然には改善されず、最終的には
蹄鞘の形態に合わせて蹄骨phalanx III の後部幅も
小さくなってしまう。また、一肢蹄に狭窄蹄が起き

る場合は不同蹄となり、競走生命を短縮させる場
合もある [7]。装蹄の原則としては、左右の蹄形は
正常蹄形を念頭に置いた上で鏡像のように同じ形
になるよう矯正することが望ましい[9]。肢勢や歩
様に影響がなくても、最終的には狭窄蹄をもつこ
と自体が子馬の市場価値を低下させる［6］。これ
らの観点から、子馬の狭窄蹄を改善することは重
要である。
　2009年の日高地方での調査により、日高地方で
はクラブフットが比較的多く発生していることが
知られている。そして、クラブフットの放置に伴い
狭窄蹄もよく発生している［12］。狭窄蹄の対処方
法を模索することは、生産地に与える経済的損失
を最小限にする意味から必須と考えられており、
古くから拡張ばねや開張蹄鉄の摘要が考案されて
きた[3]。しかし、これらの手技では特殊蹄鉄を蹄
壁に釘で打ち留めるため、釘留めした蹄壁局所に
力学的負担が集中してしまうため、蹄壁が破損し

図3　AHS効果判定に用いる蹄の測定位置
C；蹄冠の横幅、AS；蹄骨の関節面の横幅、SS；蹄骨下縁の横幅、
BB；蹄下面の横幅（蹄の最大横径）
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やすく現場応用は現実的ではなかった。近年の米
国では、幼駒の狭窄蹄を改善するために接着剤で
固定するタイプの開張蹄鉄としてアルミニウム・
スプリング・ヒンジ蹄鉄；Aluminum hinged shoe
（以下AHS；Rood & Riddle Equine Hospital ,  
Kentucky, Louisville, USA）が新たに開発された。
ところが、この特殊蹄鉄が蹄鞘および蹄骨の形状
改善に本当に効果があるのかについて具体的な数
値計測による検証はなされていない。今回、我々は
複数のサラブレッド種 1歳馬の狭窄蹄にAHSを適
用し、蹄鞘および蹄骨の形状変化を観察すること
で、狭窄蹄に対するAHSの効果を評価したので報
告する。
　調査対象は、北海道日高地区の3牧場で生まれた
サラブレッド種1歳馬で、前肢のどちらか一方にク
ラブフットを発症し、その蹄に狭窄蹄を併発した
11頭（体重330-408kg ;中央値351kg、日齢：
364-438日齢；中央値403日齢）とした（表1）。これ
らのウマでは、 クラブフットの改善を目的に運動
制限、鎮痛消炎剤、筋弛緩剤あるいはCurtisの方法
[5]に準じた蹄用樹脂製充填剤による前方張出蹄鉄
の付設（肢勢矯正）を実施したが、クラブフットは
まったく改善せず、狭窄蹄が進行して蹄冠の膨隆、
蹄尖壁の凹湾、蹄骨前縁角度の増加（蹄骨ローテー
ション）が認められるようになった。我々は、特殊
蹄鉄によって凍結路面上で馬が滑ることを懸念し
て、凍結がなくなる春期（4月後半から5月）を待っ
て、狭窄蹄の改善を目的としたAHSの適用を試み
た。AHS適用中は、全馬、日中は自由放牧、夜間は厩
舎内繋養とした。なお、患肢蹄の良化度合いを判定
するために、反対肢の健常蹄を比較対照とした。

　装蹄では、まず両蹄踵部負面をやや多めに削切
した後、AHSを適用した。AHSは内外2枝に分割さ
れたアルミニウム製鉄枝を組み合わせたもので、
スプリング (Lazy J Enterprises, Arizona)、リベッ
ト、鉄製ワイヤーを要事に組み立てて使用した（図
1）。組み立てたAHSはエクイロックス（EquiloxTM, 
Equilox International Inc., Minnesota, USA）による
接着装蹄により蹄負面に装蹄した。接着後は、スプ
リングの鉄尾を開く力を開放する目的で結んでい
た針金は切除した。蹄鉄の構造からスプリングの
脱落が懸念されたことから、蹄下面にエクイパッ
ク(Equi Pak, Vettec Hoof Care Products Inc., 
California, USA) を充填し、充填剤内にスプリング
を埋没させた（図2）。AHS開始時の月齢は12ヵ月

齢から14ヵ月齢（364日̶438日齢）で平均は13ヵ
月齢であった。改装期間は概ね1ヵ月間隔とした。
対照群である健常蹄では、趾軸を基準に標準削蹄
を施した後、通常のアルミニウム製蹄鉄（Normal 
Aluminum Shoe ；NAS）を釘付け装着した。対照群
の装蹄開始の平均月齢と改装期間は狭窄蹄側と同
様とした。
　計測では、まず削蹄直後のクラブフットの状態
をReddenの重症化分類法[10]により数値化
（Grade スコア0 - 3）した。すなわち、Grade 1（G1）
は健常な反対肢の蹄壁角度より3 -5℃大きいも
の、Grade 2（G2）健常な反対肢の蹄壁角度より5 
‒8℃大きく、蹄輪が蹄踵壁でより広がっているも
の、Grade 3（G3）は健常な反対肢の蹄壁角度は顕
著に峻立しており、蹄関節の前方破折が強くなっ
ているもの、Grade 4（G4）は患肢の蹄壁角度が
80°を越え、蹄尖と蹄踵の蹄冠の高さが同等と
なっているものとした。さらに、AHS初回装着日お
よび装着3ヵ月後の装蹄日、AHS効果判定のために
狭窄蹄および健常蹄の蹄形を測定し、特殊蹄鉄適
用前後の各値の変化度を求めた。蹄形の測定は削
蹄後かつ蹄鉄装着前に実施した。まず、蹄の最大横
径実測値をノギス(Digimatic Caliper CD-20PSXTM, 
Mitutoyo Co. Ltd., Kawasaki, Japan)を用いて測定
し た 。次 い で 、ポ ー タ ブ ル X 線 発 生 装 置
(Atomscope-20SHTM, Mikasa Ltd., Tokyo, Japan)お
よびComputed Radiography Regius model 190TM, 
Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan)により蹄の背
掌側像を撮影後デジタル画像として保存した。蹄
の背掌側像の場合、蹄壁の弧形が複雑なため造影
剤や金具などを使って蹄壁のエッジを正確に描出
することはできないため、X線画像のコントラス
トと明度を調整することでＸ線にやや透過性の蹄
壁や蹄冠のエッジを描出するようにした。その上
で、Picture Archiving and Communication System
（PACS）（NEOV ISTA  I - PACS  EX  KON ICA  
MINOLTA）を用いてコンピューター画面上で蹄冠
の横径、蹄負縁の横径、蹄骨関節面の横径および蹄
骨床縁の横径を測定した（図3）。デジタル画像上
での測定値は実測値ではなかったが、ノギスでの
最大横径部の実測値とＸ線写真上の蹄負縁の横径
とが一致することから、スケール調整することで

各値の実測値を求めた。そして、蹄冠横径に対する
蹄負縁の横径の比率（bearing border width / 
coronary width；B / C ratio）および蹄骨関節面の
横径に対する蹄骨床縁の横径の比率（so l a r  
surface width / articular surface width; S / A 
ratio）を算出した。なお、各計測では、三者により個
別に計測した値のケンドール一致係数が有意に
（p-value＜0.05）一致と判定された場合のみ、三者
の平均値をその測定値とした。統計学的な群間比
較は、スチューデントのｔ検定(Microsoft Excel 
2003, Microsoft Japan Co. Ltd., Tokyo, Japan)に
より実施し、p-valueが0.05以下を有意差ありとし
た。
　初回計測時のクラブフットのRedden分類は、G1
が2頭、G2が6頭、G3が3頭であった。対して3ヵ月
後では、G3からG2へ改善されたものが3頭中2頭、
G2からG1へ改善されたものが6頭中5頭、G1から
G0へ改善されたものが2頭中1頭であり、3頭は変
化がなかった。総じて11頭中8頭（72.7％）がクラ
ブフットのRedden分類にてグレードが下がった
（表1）。ケンドール一致係数から三者による各測
定値はそれぞれ一致と判定された。AHS装着前の
狭窄蹄の最大横径(平均±SD)は89.06±3.66 mm
で、健常蹄のそれは96.01±3.69 mmであり、両者
には統計学的に有意差が認められた。一方、AHS開
始3ヵ月後には、狭窄蹄の最大横径部幅は

105.39±3.20 mm、健常蹄では104.42±4.39mm
で両者に有意差はなかった。AHS装着３ヵ月後の
最大横径部幅の増加量は、狭窄蹄で16.33±1.83 
mm、健常蹄8.41±2.16 mmであった（図4上段）。
AHS装着前の狭窄蹄のB / C ratio（平均±SD）は
1.01±0.04、健常蹄では1.08±0.04であり、有意
に狭窄蹄が小さかった。対してAHS 装着3ヵ月後
には、狭窄蹄では1 . 1 5±0 . 0 4、健常蹄では
1.15±0.04と両者間には有意差がなくなった（図
4中段）。AHS装着前の狭窄蹄contracted feetのS / 
A ratio（平均±SD）は1.28±0.05、健常蹄では
1.36±0.08であり、有意に狭窄蹄が小さかった。対
してAHS 装着3ヵ月後には、狭窄蹄contracted feet
では1.39±0.06、健常蹄では1.40±0.07と両者間
には有意差がなくなった（図4下段）。
　今回、クラブフットに起因した幼駒の狭窄蹄
contracted feetにAHSによる矯正装蹄を試みたと
ころ、試験開始直前では有意差のあった狭窄蹄と
健常蹄の最大横径が、AHS装着3ヵ月後には同程度
の幅に成長して有意差がなくなった。最大横径部

の増加値で比べてもAHS装着により、有意に最大
横径が大きく発育したことがわかった。また、B / 
C ratioもS / A ratioも、試験開始直前では狭窄蹄が
健常蹄に比べて有意に小さかったが、AHS装着
３ヵ月後には両者に有意差がなくなっていた。こ
れらの結果は、AHS装着により蹄鞘および蹄骨の
各組織の成長度が促進されたことを示していた
（図５）。蹄骨の成長も改善できたことは、AHS装着
により蹄鞘の幅員が広がったことで蹄鞘内容積が
拡大し、蹄骨の成長できる余地が確保できたため
と考えられた。これらの結果から、AHS装着は蹄と
くに蹄踵が正常に発育していなかった狭窄蹄を正
常蹄形に近づける効果があることがわかった。な
お、約7割の馬でクラブフットのグレードの低下
も認められた。この改善のメカニズムは今回の調
査では明らかにできなかった。クラブフットは、肢
端の疼痛などに由来する屈筋の緊張および腱の短
縮から生じる関節拘縮であり、蹄踵の変形から発
生するものではない。これを考慮すると、AHS装着
がこの趾軸異常を直接改善したとは考えられな
い。しかしながら、狭窄蹄がしばしば蹄踵疼痛を発

生させる要因となるケースは多いことから、我々
はAHS装着が蹄踵の慢性的な疼痛を消失させるこ
とにも貢献した結果、屈筋緊張が改善されて間接
的にクラブフットも改善されたと考えている。ま
た、AHSによる蹄形改善によって広げられた蹄踵
負面での到着が良好となり、より正常な荷重が趾
軸の一致を矯正する一助となった可能性も考えら
れた。今後は、狭窄蹄の原因となる肢蹄疾患の早期
発見および予防法の開発、AHSのさらなる改良や
使い方の工夫に加えて、AHSの効果を最大限に引
き出すための適正な装着時期および期間について
具体的な指針を確立する必要があるだろう。
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　狭窄蹄とは、内外の蹄支角buttressが正常な蹄よ
りも接近し、蹄叉が委縮した形状を定義した装蹄
用語である[1, 3, 8]。狭窄蹄はどの年齢の馬におい
ても発生しうるものである。その原因としては、遺
伝学的素因、蹄角質の水分不足による蹄踵壁の萎
縮、運動不足などの蹄内血液循環の不良がもたら
す蹄踵壁の生長阻害、変形蹄や峻立した繋がもた
らす荷重バランスの不均衡などが挙げられる[2, 
3, 4, 11]。子馬では先天的あるいは後天的に発生
するが、後天的な例としてはnavicular diseaseのよ
うな慢性蹄疾患に伴う長期休養時、過長蹄-弱踵蹄
症候群long toe- low heel conformationやクラブ
フットのような趾軸異常の放置によりしばしば発
生する [2, 3]。生産地では子馬の狭窄蹄が発生す
るのをよく経験する。経験では、無処置で放置する
ならば狭窄蹄は自然には改善されず、最終的には
蹄鞘の形態に合わせて蹄骨phalanx III の後部幅も
小さくなってしまう。また、一肢蹄に狭窄蹄が起き

る場合は不同蹄となり、競走生命を短縮させる場
合もある [7]。装蹄の原則としては、左右の蹄形は
正常蹄形を念頭に置いた上で鏡像のように同じ形
になるよう矯正することが望ましい[9]。肢勢や歩
様に影響がなくても、最終的には狭窄蹄をもつこ
と自体が子馬の市場価値を低下させる［6］。これ
らの観点から、子馬の狭窄蹄を改善することは重
要である。
　2009年の日高地方での調査により、日高地方で
はクラブフットが比較的多く発生していることが
知られている。そして、クラブフットの放置に伴い
狭窄蹄もよく発生している［12］。狭窄蹄の対処方
法を模索することは、生産地に与える経済的損失
を最小限にする意味から必須と考えられており、
古くから拡張ばねや開張蹄鉄の摘要が考案されて
きた[3]。しかし、これらの手技では特殊蹄鉄を蹄
壁に釘で打ち留めるため、釘留めした蹄壁局所に
力学的負担が集中してしまうため、蹄壁が破損し

図4
最上段；蹄の最大横径の変化、中断；蹄冠横幅に対する蹄下面横
幅の比率（B/C ratio）の変化、下段；蹄骨の関節面横幅に対する
蹄骨下縁横幅の比率（S/A ratio）の変化、AHS(■)； aluminum 
hinged shoe、　NAS(□)； 通常蹄鉄、　＊； P<0.05

図5　狭窄蹄contracted feetを発症した雄(13ヵ月
齢)の左前蹄の正面像（左；肉眼所見、右；X線所見）:
装着前（上段）では、内外の蹄壁側面および蹄骨側面が地面に対
してほぼ垂直。AHSを装着して3ヵ月後（下段）では、それぞれの
地面に対する角度が小さくなり、末広がった蹄形および蹄骨の
形状を示している。
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やすく現場応用は現実的ではなかった。近年の米
国では、幼駒の狭窄蹄を改善するために接着剤で
固定するタイプの開張蹄鉄としてアルミニウム・
スプリング・ヒンジ蹄鉄；Aluminum hinged shoe
（以下AHS；Rood & Riddle Equine Hospital ,  
Kentucky, Louisville, USA）が新たに開発された。
ところが、この特殊蹄鉄が蹄鞘および蹄骨の形状
改善に本当に効果があるのかについて具体的な数
値計測による検証はなされていない。今回、我々は
複数のサラブレッド種 1歳馬の狭窄蹄にAHSを適
用し、蹄鞘および蹄骨の形状変化を観察すること
で、狭窄蹄に対するAHSの効果を評価したので報
告する。
　調査対象は、北海道日高地区の3牧場で生まれた
サラブレッド種1歳馬で、前肢のどちらか一方にク
ラブフットを発症し、その蹄に狭窄蹄を併発した
11頭（体重330-408kg ;中央値351kg、日齢：
364-438日齢；中央値403日齢）とした（表1）。これ
らのウマでは、 クラブフットの改善を目的に運動
制限、鎮痛消炎剤、筋弛緩剤あるいはCurtisの方法
[5]に準じた蹄用樹脂製充填剤による前方張出蹄鉄
の付設（肢勢矯正）を実施したが、クラブフットは
まったく改善せず、狭窄蹄が進行して蹄冠の膨隆、
蹄尖壁の凹湾、蹄骨前縁角度の増加（蹄骨ローテー
ション）が認められるようになった。我々は、特殊
蹄鉄によって凍結路面上で馬が滑ることを懸念し
て、凍結がなくなる春期（4月後半から5月）を待っ
て、狭窄蹄の改善を目的としたAHSの適用を試み
た。AHS適用中は、全馬、日中は自由放牧、夜間は厩
舎内繋養とした。なお、患肢蹄の良化度合いを判定
するために、反対肢の健常蹄を比較対照とした。

　装蹄では、まず両蹄踵部負面をやや多めに削切
した後、AHSを適用した。AHSは内外2枝に分割さ
れたアルミニウム製鉄枝を組み合わせたもので、
スプリング (Lazy J Enterprises, Arizona)、リベッ
ト、鉄製ワイヤーを要事に組み立てて使用した（図
1）。組み立てたAHSはエクイロックス（EquiloxTM, 
Equilox International Inc., Minnesota, USA）による
接着装蹄により蹄負面に装蹄した。接着後は、スプ
リングの鉄尾を開く力を開放する目的で結んでい
た針金は切除した。蹄鉄の構造からスプリングの
脱落が懸念されたことから、蹄下面にエクイパッ
ク(Equi Pak, Vettec Hoof Care Products Inc., 
California, USA) を充填し、充填剤内にスプリング
を埋没させた（図2）。AHS開始時の月齢は12ヵ月

齢から14ヵ月齢（364日̶438日齢）で平均は13ヵ
月齢であった。改装期間は概ね1ヵ月間隔とした。
対照群である健常蹄では、趾軸を基準に標準削蹄
を施した後、通常のアルミニウム製蹄鉄（Normal 
Aluminum Shoe ；NAS）を釘付け装着した。対照群
の装蹄開始の平均月齢と改装期間は狭窄蹄側と同
様とした。
　計測では、まず削蹄直後のクラブフットの状態
をReddenの重症化分類法[10]により数値化
（Grade スコア0 - 3）した。すなわち、Grade 1（G1）
は健常な反対肢の蹄壁角度より3 -5℃大きいも
の、Grade 2（G2）健常な反対肢の蹄壁角度より5 
‒8℃大きく、蹄輪が蹄踵壁でより広がっているも
の、Grade 3（G3）は健常な反対肢の蹄壁角度は顕
著に峻立しており、蹄関節の前方破折が強くなっ
ているもの、Grade 4（G4）は患肢の蹄壁角度が
80°を越え、蹄尖と蹄踵の蹄冠の高さが同等と
なっているものとした。さらに、AHS初回装着日お
よび装着3ヵ月後の装蹄日、AHS効果判定のために
狭窄蹄および健常蹄の蹄形を測定し、特殊蹄鉄適
用前後の各値の変化度を求めた。蹄形の測定は削
蹄後かつ蹄鉄装着前に実施した。まず、蹄の最大横
径実測値をノギス(Digimatic Caliper CD-20PSXTM, 
Mitutoyo Co. Ltd., Kawasaki, Japan)を用いて測定
し た 。次 い で 、ポ ー タ ブ ル X 線 発 生 装 置
(Atomscope-20SHTM, Mikasa Ltd., Tokyo, Japan)お
よびComputed Radiography Regius model 190TM, 
Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan)により蹄の背
掌側像を撮影後デジタル画像として保存した。蹄
の背掌側像の場合、蹄壁の弧形が複雑なため造影
剤や金具などを使って蹄壁のエッジを正確に描出
することはできないため、X線画像のコントラス
トと明度を調整することでＸ線にやや透過性の蹄
壁や蹄冠のエッジを描出するようにした。その上
で、Picture Archiving and Communication System
（PACS）（NEOV ISTA  I - PACS  EX  KON ICA  
MINOLTA）を用いてコンピューター画面上で蹄冠
の横径、蹄負縁の横径、蹄骨関節面の横径および蹄
骨床縁の横径を測定した（図3）。デジタル画像上
での測定値は実測値ではなかったが、ノギスでの
最大横径部の実測値とＸ線写真上の蹄負縁の横径
とが一致することから、スケール調整することで

各値の実測値を求めた。そして、蹄冠横径に対する
蹄負縁の横径の比率（bearing border width / 
coronary width；B / C ratio）および蹄骨関節面の
横径に対する蹄骨床縁の横径の比率（so l a r  
surface width / articular surface width; S / A 
ratio）を算出した。なお、各計測では、三者により個
別に計測した値のケンドール一致係数が有意に
（p-value＜0.05）一致と判定された場合のみ、三者
の平均値をその測定値とした。統計学的な群間比
較は、スチューデントのｔ検定(Microsoft Excel 
2003, Microsoft Japan Co. Ltd., Tokyo, Japan)に
より実施し、p-valueが0.05以下を有意差ありとし
た。
　初回計測時のクラブフットのRedden分類は、G1
が2頭、G2が6頭、G3が3頭であった。対して3ヵ月
後では、G3からG2へ改善されたものが3頭中2頭、
G2からG1へ改善されたものが6頭中5頭、G1から
G0へ改善されたものが2頭中1頭であり、3頭は変
化がなかった。総じて11頭中8頭（72.7％）がクラ
ブフットのRedden分類にてグレードが下がった
（表1）。ケンドール一致係数から三者による各測
定値はそれぞれ一致と判定された。AHS装着前の
狭窄蹄の最大横径(平均±SD)は89.06±3.66 mm
で、健常蹄のそれは96.01±3.69 mmであり、両者
には統計学的に有意差が認められた。一方、AHS開
始3ヵ月後には、狭窄蹄の最大横径部幅は

105.39±3.20 mm、健常蹄では104.42±4.39mm
で両者に有意差はなかった。AHS装着３ヵ月後の
最大横径部幅の増加量は、狭窄蹄で16.33±1.83 
mm、健常蹄8.41±2.16 mmであった（図4上段）。
AHS装着前の狭窄蹄のB / C ratio（平均±SD）は
1.01±0.04、健常蹄では1.08±0.04であり、有意
に狭窄蹄が小さかった。対してAHS 装着3ヵ月後
には、狭窄蹄では1 . 1 5±0 . 0 4、健常蹄では
1.15±0.04と両者間には有意差がなくなった（図
4中段）。AHS装着前の狭窄蹄contracted feetのS / 
A ratio（平均±SD）は1.28±0.05、健常蹄では
1.36±0.08であり、有意に狭窄蹄が小さかった。対
してAHS 装着3ヵ月後には、狭窄蹄contracted feet
では1.39±0.06、健常蹄では1.40±0.07と両者間
には有意差がなくなった（図4下段）。
　今回、クラブフットに起因した幼駒の狭窄蹄
contracted feetにAHSによる矯正装蹄を試みたと
ころ、試験開始直前では有意差のあった狭窄蹄と
健常蹄の最大横径が、AHS装着3ヵ月後には同程度
の幅に成長して有意差がなくなった。最大横径部

の増加値で比べてもAHS装着により、有意に最大
横径が大きく発育したことがわかった。また、B / 
C ratioもS / A ratioも、試験開始直前では狭窄蹄が
健常蹄に比べて有意に小さかったが、AHS装着
３ヵ月後には両者に有意差がなくなっていた。こ
れらの結果は、AHS装着により蹄鞘および蹄骨の
各組織の成長度が促進されたことを示していた
（図５）。蹄骨の成長も改善できたことは、AHS装着
により蹄鞘の幅員が広がったことで蹄鞘内容積が
拡大し、蹄骨の成長できる余地が確保できたため
と考えられた。これらの結果から、AHS装着は蹄と
くに蹄踵が正常に発育していなかった狭窄蹄を正
常蹄形に近づける効果があることがわかった。な
お、約7割の馬でクラブフットのグレードの低下
も認められた。この改善のメカニズムは今回の調
査では明らかにできなかった。クラブフットは、肢
端の疼痛などに由来する屈筋の緊張および腱の短
縮から生じる関節拘縮であり、蹄踵の変形から発
生するものではない。これを考慮すると、AHS装着
がこの趾軸異常を直接改善したとは考えられな
い。しかしながら、狭窄蹄がしばしば蹄踵疼痛を発

生させる要因となるケースは多いことから、我々
はAHS装着が蹄踵の慢性的な疼痛を消失させるこ
とにも貢献した結果、屈筋緊張が改善されて間接
的にクラブフットも改善されたと考えている。ま
た、AHSによる蹄形改善によって広げられた蹄踵
負面での到着が良好となり、より正常な荷重が趾
軸の一致を矯正する一助となった可能性も考えら
れた。今後は、狭窄蹄の原因となる肢蹄疾患の早期
発見および予防法の開発、AHSのさらなる改良や
使い方の工夫に加えて、AHSの効果を最大限に引
き出すための適正な装着時期および期間について
具体的な指針を確立する必要があるだろう。
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　狭窄蹄とは、内外の蹄支角buttressが正常な蹄よ
りも接近し、蹄叉が委縮した形状を定義した装蹄
用語である[1, 3, 8]。狭窄蹄はどの年齢の馬におい
ても発生しうるものである。その原因としては、遺
伝学的素因、蹄角質の水分不足による蹄踵壁の萎
縮、運動不足などの蹄内血液循環の不良がもたら
す蹄踵壁の生長阻害、変形蹄や峻立した繋がもた
らす荷重バランスの不均衡などが挙げられる[2, 
3, 4, 11]。子馬では先天的あるいは後天的に発生
するが、後天的な例としてはnavicular diseaseのよ
うな慢性蹄疾患に伴う長期休養時、過長蹄-弱踵蹄
症候群long toe- low heel conformationやクラブ
フットのような趾軸異常の放置によりしばしば発
生する [2, 3]。生産地では子馬の狭窄蹄が発生す
るのをよく経験する。経験では、無処置で放置する
ならば狭窄蹄は自然には改善されず、最終的には
蹄鞘の形態に合わせて蹄骨phalanx III の後部幅も
小さくなってしまう。また、一肢蹄に狭窄蹄が起き

る場合は不同蹄となり、競走生命を短縮させる場
合もある [7]。装蹄の原則としては、左右の蹄形は
正常蹄形を念頭に置いた上で鏡像のように同じ形
になるよう矯正することが望ましい[9]。肢勢や歩
様に影響がなくても、最終的には狭窄蹄をもつこ
と自体が子馬の市場価値を低下させる［6］。これ
らの観点から、子馬の狭窄蹄を改善することは重
要である。
　2009年の日高地方での調査により、日高地方で
はクラブフットが比較的多く発生していることが
知られている。そして、クラブフットの放置に伴い
狭窄蹄もよく発生している［12］。狭窄蹄の対処方
法を模索することは、生産地に与える経済的損失
を最小限にする意味から必須と考えられており、
古くから拡張ばねや開張蹄鉄の摘要が考案されて
きた[3]。しかし、これらの手技では特殊蹄鉄を蹄
壁に釘で打ち留めるため、釘留めした蹄壁局所に
力学的負担が集中してしまうため、蹄壁が破損し
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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10回　厳格なルールと厳しい制裁
　昭和12年10月、中山、小倉競馬から新規程が適
用され、厳格なルールに照らして厳しい制裁が加
えられるようになりました。10月になって競馬会
は、再度注意を促すため違反品の蹄鉄や拍車の標
本を送りましたが、やはり違反者が出てしまいま
した1)(写真1)。

　違反蹄鉄への制裁は「一年以下の期間を定め調
教もしくは騎乗を停止し、または二百円以下の過
怠金を徴す」と規定されていましたが、11月14日
横浜で、「鉄臍を施した蹄鉄」を使用した騎手から
過怠金100円が徴収されました。また11月22日東
京では、「突縁を施した蹄鉄を装蹄し且(かつ)その
止釘を甚しく突出せしめた」という理由で、管理人
から70円が徴収されています2)(写真2,3)。
　また１ヶ月約150円の預託料に対し、100円の
過怠金は厳しい処分と言えるでしょう。やがて新
規程への不満は、騎手や厩舎関係者の怒りに火を
つけることになります(写真4,)。

騎手たちの怒り爆発京都事件
　昭和12年12月7日、競馬会は新規程施行後の興

奮剤投与に対する処分を発表しました。その内容
は競馬関与禁止や過怠金200円という厳しいもの
で、この処分に対し騎手たちの不満は頂点に達し、
12月10日、京都競馬初日の出馬投票を全員がボイ
コットするという「京都事件」に発展しました3)(写
真5)。

　興奮剤検出問題や裁決委員の更迭、そして歯鉄
の使用緩和などの要求を突きつけたこの紛争も、
競馬振興会(馬主団体)が調停に入り継続審議する
ことで一時的な解決をみましたが、その後騎手た
ちは日本騎士会を結成し、競馬会に請願書を提出
しました。そして請願書の中で、「降雨又は馬場不
良の場合に限り、鉄臍又は鉄縁(てつえん)のある
ものを用いる事を許されたし」と歯鉄の使用緩和
を要求していますが、その理由を次のように述べ
ています。
　「従来、降雨又は馬場不良の場合には鉄臍又は鉄
縁ある馬蹄を用いり来り候。右は現在降雨多き我
国の実際に適し、極めて必要なる事にて有之(これ
あり)、馬の転倒、騎手の落馬等を防ぐ唯一の具と
なし居り候。然(しか)るに右蹄鉄を禁制せられる
ために、中山競馬場に於いて、又京都競馬場に於い
て、故障を起こせしもの続出致し候は、貴会諸侯の
ご覧の通りにて候。元来右蹄鉄を禁制せられしは、
発馬の際に於ける馬の沛艾駃騠※(はいがいけって
い)のため、他馬に損傷を興(おこ)ふるをご配慮
あっての事と聞き及び候か。発馬の際に於ける駃
騠は疾走中の転倒ほど多からず、かつ右駃騠の防
御法は幾多の手段も有之候へども、疾走中の事故

は蹄鉄を以て防ぐより他に手段無之候へば、右制
限法はご解除下さる様、奉願(ねがいたてまつり)
候」4)。
※沛艾駃騠(はいがいけってい)の意味。沛艾：馬の
性質が荒く暴れること。駃騠：速く走る馬のこと。
この場合の沛艾駃騠とは、発馬の際に馬が暴れた
り突進したりすることを意味すると思われる。
　日本の騎士らしい候文で、歯鉄の必要性や禁止
後の事故の多さを訴えましたが、競馬会は「法規に
触れない程度に善処する」と答えただけで具体案
は示されず、昭和12年のシーズンは終了してしま
います5)(写真6)。
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（写真1）　違反蹄鉄の標本

（写真2）　昭和12年横浜 秋季
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（写真4）　平均的な預託料
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（写真5）　 京都事件を伝える記事
 (競馬ファン第13巻第1号. 昭和13年 黎明社発行より引用。JRA提供）

（写真6）　 検量を行う騎手
（日本の競馬.昭和17年 日本競馬会発行より引用。JRA提供。）
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海 外 報 告

現役競走馬に対する立位MRI診断技術の習得

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　溝部文彬・新崎裕太

はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真左：Rossdales の敷地入口。
写真右：Equine Diagnostic Centre 入口。

写真左上：MRI 室前の通路から。左奥がMRI 室。
写真右上：MRI 室入口の扉。
写真左下：入口付近からMRI 室内の様子。
写真右下：MRI 室奥から入口方向を撮影。

写真左：病院棟外観。
写真右：敷地の裏手にある歩様検査用のスペース。硬い路面で
の直線運動と、硬軟2 種類の地面で調馬索による円運動ができ
るようになっている。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真左：NEH の外観。
写真右：受付

写真：病院の玄関。馬部門（検査・手術・往診）と小動物部門に分
かれる。

写真：MRI 室は入院用馬房に隣接する。周囲の騒音も大きく、撮
影中に驚く馬もいた。

写真左上：MRI 室の外側から。通路を挟んで奥がMRI 室。
写真右上：MRI 室の様子。
写真左下：撮影の様子。
写真右下：本会と同一のMRI 装置。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真：「英国で一番込み合っているMRI 室だが、汚さも一番だと
つぶやいていた・・」

写真左：大動物病院外観
写真右：右手の男性がDr. Mathieu Spriet

写真：MRI 撮影の様子。本会と同様のMRI 装置を使用し、蹄部の
撮影は2 名で行う。写真：講習会の会場となったMonterey Marriott ホテル
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真：超音波ガイド下での深指屈腱炎発症馬に対する幹細胞の
動脈内投与治療の様子。放射性同位体で標識した幹細胞を用い
た過去の研究において、異なる投与法での幹細胞の体内分布の
違いを調べており、駆血帯を使用した場合や静脈内投与した場
合と比べ、動脈内投与する方が効率良く深指屈腱に幹細胞が分
布することがわかっている。

写真左：VETRANQUIL1%（アセプロマジンとして10 mg/mL）
写真中央左：Domidine（デトミジンとして10 mg/mL）
写真中央右：Sedivet(ロミフィジンとして10mg/ml)
写真右：Dolorex（ブトルファノールとして10 mg/mL）
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真左上：保定中は両手で頭を支える。バーの高さは胸の位置
に調整。
写真右上：保定者は木製バーの前方の隙間に入り、馬と同様前
方を向く。
写真左下：四肢の均等負重。
写真右下：後肢の踏みかえ時は腰角を保定。

写真左：蹄撮影時の患肢の保定の様子。腕節遠位背側部と前腕
中位掌側部を保定する。
写真右：MRI 室に隣接した休憩・排尿用馬房。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真左上：蹄底の削蹄
写真右上：レントゲン撮影
写真左下：MRI 入室前のエラスチコン装着
写真右下：金属性異物残存による画像の歪み

写真左：注射針の挿入
写真中央：注射針挿入後のレントゲン画像
写真右：ここまで蹄壁を掘り進めてでも、金属片の除去は徹底
して行っていた
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真：IVRP の様子（駆血は20 分後に除去）
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真：症例のX 線写真。中間手根骨遠位に不明瞭な損傷像が認
められる。

写真左：T1 GRE SAG。左が発症直後のMRI 画像。右が約1 ヶ月後
のMRI 画像。中間手根骨中
央部に損傷が及ぶ。約1 ヶ月後には炎症が落ち着いてきている
ことがわかる。
写真右：T2* oW GRE TRA。左が発症直後のMRI 画像。右が約1 ヶ
月後のMRI 画像。

写真左：T1 GRE TRA FAST。第3 中手骨近位背内側面の骨硬化像
写真左：T2* oW GRE TRA FAST。第3 中手骨近位背内側面の骨硬
化像

写真：T2* oW GRE TRA FAST。内側斜種子骨靭帯に認めたマ
ジックアングルエフェクト。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。写真左：T1 GRE FRO MI。第3 中手骨遠位外側顆の微小骨折線。

写真右：T2* oW GRE FRO MI 。T2 でも確認される。

写真左：T1 3D TRA。第3 中手骨遠位関節面のわずかな骨折様陰
影。
写真右：T1 3D TRA。第3 中手骨海面骨領域には伸長せず。

写真左：T1 GRE TRA MI。第3 中手骨遠位背側面の骨硬化像。
写真中央左：T2* oW GRE TRA MI。第3 中手骨遠位背側面の骨硬
化像。
写真中央右：T1 GRE SAG MI。第3 中手骨遠位掌側面の軽度の
POD。
写真右：T2* oW GRE SAG MI 第3 中手骨遠位掌側面の軽度の
POD。

写真左：T1 GRE FRO MI。第3 中手骨遠位掌側面に微小な骨折線
は認めず。
写真中央：T2* oW GRE FRO MI。第3 中手骨遠位掌側面に微小な
骨折線は認めず。
写真右：STIR FSE FRO MI。第3 中手骨遠位掌側面にSTIR 高信号
は認めず。

写真左：T2* oW GRE SAG MI。第3 中手骨遠位掌側面に確認され
たPOD。
写真右：STIR FSE SAG MI 。STIR で高信号に描出。

写真左：T1 GRE TRA MI。第3 中手骨遠位関節面の骨折を疑うが
描出されず。
写真中央：T2* oW GRE TRA MI。第3 中手骨遠位内側顆の骨硬
化。
写真右：STIR FSE TRA MI 。STIR で明瞭な高信号を認めず。



（319）

はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真左：T1 GRE TRA FAST。骨硬化像。
写真右： T2* oW GRE TRA FAST。骨硬化像。

写真左：T2* oW 3D FRO HR。深指屈腱の損傷。
写真右：エコー検査では、同部に低エコー像を認める。

写真：T2* oW GRE TRA MI。深指屈腱のコア型の損傷。

写真左：T2* oW 3D FRO HR。蹄骨近位の骨嚢胞（わかりにく
い）。
写真右：T1 3D TRA。蹄骨内側翼の骨硬化像。

写真左：T1 3D TRA HR 。深指屈腱の分断像。
写真右：T2* oW 3D TRA HR。�状骨屈筋面の異常。

写真左：T1 3D ISO HR 。深指屈腱のコア型の損傷像。
写真中央：T1 3D TRA。深指屈腱外側枝の損傷像。
写真右：T1 3D TRA。 状骨屈筋面は異常なし。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真左：T1 3D TRA HR。蹄壁外側に低信号領域を認める。蹄骨に
も浸潤しているように見え
る。完全に黒く欠損して見える部分は金属アーティファクト。
写真右：T2*oW 3D TRA HR。T1 と同様に外側に低信号領域を認
める。

写真左：角壁腫除去手術後。 写真右：術後はホスピタルプレー
トを使用。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

海 外 報 告

第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of North American
Veterinary Regenerative Medicine Association)に参加して

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周・田村周久

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

地図1　会場は、サンフランシスコから約200km南
の西海岸沿いに位置する 地図2　Aは宿泊施設、Bは学会会場、Cは食堂を表す
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真1　学会会場となったMerrill Hall(地図2 B)

写真2　Merrill Hallの内部には、多数の椅子が並ん
でいた

写真3　食堂(地図2 C)での夕食講演会(20時を過ぎ
ても外は明るい)

写真4　学会会場付近の海岸(21時過ぎの夕暮れ)
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真5　発表前にDr. Jennifer Barrett(学会長)と打
ち合わせをする笠嶋研究員
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はじめに
　2013年12月、栗東トレーニング・センター（TC）
に日本初となる馬用立位MRI装置が導入された。
この装置はHallmarq社（イギリス）製のオープンガ
ントリー式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®であり、2002年に英国Bell Equine 
Veterinary Clinicで初めて導入された。以来、年々
撮影件数が増加しており、近年では世界で年間
5000件以上の撮影が実施されている。
　立位MRI検査の対象症例は幅広く、国や地域に
よっては競技馬やプレジャーホースが主な撮影対
象となる。一方、栗東TCではサラブレッド種競走
馬が主な対象となる。そこで本研修では、競走馬に
対する立位MRI検査を行う英国の診療施設におい
て研修を実施し、対象疾病の選択方法と主要病変
の読影技術を習得することとした。あわせて、MRI
に特化した講習会に参加して最新知見の収集を行
うとともに、講習会参加者とMRI画像について情
報交換できる関係を構築することを目的とした。

研修先
1) Rossdales
○研修期間：10月6日～10月11日（新崎）、10月13
日～10月18日（溝部）
　Rossdalesは英国競馬の中心地ニューマーケッ
トに位置する馬専門の大型診療施設である。2006
年より現在のHallmarq社製の立位MRI装置を導入
した。2008年にDiagnostic Centerの建物が新調さ
れた際にも、MRI装置一式を移設し、現在に至る。
Rossdalesは、サラブレッド競走馬の立位MRI検査
についてこれまで学会や文献などで数々の発表を
行ってきた。Dr. Sarah  Powellが画像診断部門の

トップを務め、MRI撮影は年間300件を上回る。立
位MRI検査費用は、鎮静、一泊入院込の両肢撮影で
およそ£1,250（237,500円、£=190円で計算）で
ある。

　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。

　なお、Rossdalesの診療部門は、画像診断を専門
に行うDiagnostic Centreと年間手術600件以上の
実績と約80の入院馬房を構えるEquine Hospital
から成る。

2) Newmarket Equine Hospital（NEH）
○研修期間：10月10～11日、20～21日（溝部）、10
月13日～16日（新崎）
　NEHはニューマーケット競馬場に隣接し、年間
手術2,000件、病院来院馬の多くが現役競走馬で
ある大型の馬専門診療施設である。Hallmarq社製
の立位MRI装置の導入は2009年と比較的最近で
あるが、撮影頭数は増加傾向にある。MRIの昨年の
撮影実績は150件余りであり、今年は200件に迫
る勢いで推移しているとのこと。撮影対象の半数
以上がサラブレッド競走馬であり、特に平地競走
シーズンの終盤である9月から10月にかけて撮影
頭数が増加する傾向にあるという。
　MRI検査費用は£1,500（285,000円、£=190円
で計算）と高額に設定されており、これは対側肢を
撮影した場合でも同額。ただし、腕節などの撮影に
時間と労力がかかる撮影部位ではさらに高額とな

る。撮影は昨年冬までDr. Meredith Smithが一手に
行っていたが、現在は単純な部位であればテクニ
シャンが撮影、Dr. Meredith Smithが読影という分
業性を採用している。

3) Donnington Grove
○研修期間：10月6日～10月9日（溝部）、10月17日
～10月21日（新崎）
　同病院は、ロンドンから西に80kmほどの小さな
町ニューベリーに位置する。近隣には、ニューベ
リー競馬場と競走馬調教場が存在する。獣医チー
ムを率いる外科医Dr. Bruce Bladonの人脈もあり、
MRIの撮影件数は年々増加している。研修で訪問
した前月には、月に43件のMRIを撮影。土日を除け
ば1日2件以上撮影していることになり、MRI検査
費用£800（152,000円、£=190円で計算）は重要
な病院の収入源となっているようだ。年間400件
程度撮影し、昨年のMRI撮影件数は世界で2番目に
多かったとのこと。
　撮影部位の中心は蹄部が多いが、蹄部のMRIで
異常が認められない場合にはそのまま近位を撮影
するという方法を採っており、繋部や球節部の撮
影もかなりの実績を誇っていた。なお、まれに腕節
部や飛節の撮影も行うということであったが、や
はり体動の影響から良い画像が得られず苦労する
ことが多く、ルーティンでは行われていない。

　MRI検査費用は、撮影局所数によらず定額。ま
た、骨シンチグラフィーを撮影した症例で、引き続
いてMRIを撮影する場合も多く、その場合はMRI
撮影費用が割引（半額以下）となる仕組みであっ
た。

4) Hallmarq US Clinical Meeting
○期間：10月24日～10月26日（溝部、新崎）
　馬用立位MRI装置のメーカーであるHallmarq社
主催のMRI講習会であり、毎年1月にフランスで開
催されている。米国では数年に1度開催されてお
り、本年はカリフォルニア州の港町モントレーで

開催された。参加者は25名程度であり、多くが北
米からの参加者であった。日本からは我々2名が
参加し、その他にイギリス、ドイツおよびオースト
ラリアから数名ずつの参加があった。また、参加者
のほとんどが発表を行っていた。講習会の内容は
MRIの読影原理や解剖などの基本的なものから、
症例検討や研究報告、撮影数を増やすための広報
戦略など多岐に渡った。

5) University of California Davis（UCD）
○研修期間：10月27日～10月29日（溝部、新崎）
　UCDは獣医学の優れた教育機関として有名であ
り、過去にも多くの本会職員が研修を実施してき
た。今回は、准教授として大動物の画像診断部門で
レントゲン、CTおよびMRI画像の読影を主に行っ
ているDr. Mathieu Sprietのもとで研修を実施し
た。滞在中の撮影は蹄部の1例のみであったが、教
育機関という特性上、過去のMRI症例の画像、病歴
および転帰がデータベースに整理されており、読
影方法についての講義を受けることができた。ま
た、これまでの本会での撮影症例について、有意義
なディスカッションを行うことができた。なお、
UCDでのMRI撮影は年間100件程度あり、MRI検査
費用は$1,700（204,000円、$=120円で計算）とい
うことであった。

研修の具体的な目的と成果
1）撮影技術の向上、特に競走馬の立位MRI検査に
適した鎮静、保定方法および撮影条件の選択方
法の習得を図り、

2）これまでに本会で撮影した症例の読影方法を
見直すことで、

3）今後、本会として立位MRI検査の対象疾病につ
いて整理すること。

1）撮影技術の向上
1)-1競走馬症例に適した鎮静・保定方法

Rossdales（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は鎮静剤を使用しない。
頚静脈のカテーテル留置は基本的に行わないが、
性格に難がある馬に対してのみ実施する。MRI室
入室前にロミフィジン（1.5～2.0ml）を投与し、
MRI室入室後にデトミジン（0.5～1.0ml）とブトル
ファノール（0.5～1.0ml）を混合静脈内投与する。
以後、10～20分間隔で上記量のデトミジンとブト
ルファノールを混合静脈内投与する。単剤投与は
ほとんど実施していない。また、性格に難がある馬
に対しては、デトミジンの経口投与により対応す
る。現在MRI検査を主として行う2名の獣医師の意

見としては、競走馬ではロミフィジンの追加投与
よりもデトミジンとブトルファノールの混合静脈
内投与による維持が良いと話していた。経験則に
基づくものということであったが、ロミフィジン
は作用時間が長い分、細かな調整が難しいことと、
競走馬では少しの刺激でも過剰に反応するため、
慎重に鎮静深度を判断する必要があるためという
ことであった。性格が穏やかな乗馬であれば、撮影
は装置操作者と保定者の2名で実施するが、競走
馬では、腰角を保定する者を追加で配置し、3名体
制で検査していた。検査中は四肢の均等負重状態
を維持し、後肢のナックリングが見られた場合は
撮影中断ボタンを押して姿勢を整えた後、検査を
再開していた。

NEH（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際はアセプロマジン（1 
mL）を静脈内投与する。MRI室入室後に、デトミジ
ン（0.4mL）とブトルファノール（0.6 mL）を混合静
脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.2 mL）と
ブトルファノール（0.1～0.2 mL）を混合静脈内投
与する。頚静脈へのカテーテル留置は基本的に行
わないが、後肢の検査や長時間の撮影が予想され
る場合には留置を行う場合もある。また、上記投薬
で良好な鎮静状態が得られない場合や体動の影響
が大きい球節より近位を撮影する場合はロミフィ
ジンを使用していた。保定については肩や腰角を
手で支え、それでも細かな動揺がみられる場合は
検査肢を直接押さえて対応していた。

Donnington Grove（500 kgの馬の場合）
　除鉄などの前処置の際は、アセプロマジン（1.5 
mL）を静脈内投与する。頚静脈へのカテーテル留
置は行わない。MRI室入室前に、デトミジン（0.4～
0.5 mL）とブトルファノール（0.4～0.5 mL）を混
合静脈内投与する。以後、デトミジン（0.1～0.15 
mL）を追加静脈内投与することで鎮静状態を維持
する。ブトルファノールについては過剰投与に
よって四肢のふらつきが見られることが多いとい
う理由で、興奮が強い馬に限って投与する。また、
特に性格に難がある馬については、モルヒネ（120 
mg）の静脈内投与を行う。

1)-2撮影条件の選択
　各診療施設で様々な撮影条件を設定していた。
以下に各診療施設での標準設定条件を記載した。
なお、馬の性格や標的とする病変に応じて、撮影順
序や設定条件は適宜変更されていた。今回の研修
では、それらのハンドルワークを直に見ることが
できたうえ、変更理由をその都度質問することが
できたため、大変有意義であった。

Rossdales
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[前頭断面]
①T2* oW 3D FRO HR
[矢状断面]
②T1 3D SAG HR
[近位横断面]
③T1 3D TRA HR 
④T2* oW 3D TRA HR
[矢状断面]
⑤STIR FSE SAG
[近位横断面]
⑥T2 FSE TRA 
[水平断面]
⑦T2 FSE TRA　
[近位横断面]
⑧STIR FSE TRA 
[遠位横断面]
⑨T2 FSE FRO
⑩T1 3D FRO HR
　撮影断面の設定は他の診療施設と比べ、かなり
慎重に行われていた。すなわち、靭帯・腱を評価す
る横断面（TRA）の設定の際に、単にPILOT画像を
参考とするだけではなく、最初に撮影する前頭断
面（FRO）もあわせて参考として撮影断面を設定す
るという方法が採用されていた。具体的には③、
④、⑥、⑧の撮影について、まず先に得られた①の
画像上にて関節面の平行と撮影面の上下端を合わ
せてからPILOT画像に戻り微調整を行う。この主
な理由は、PILOTは三種類の断面が得られるもの
の、いずれも各１枚のスライスしかないため、詳細

な撮影断面の設定には不十分であるためである。
①で得られた画像は3D撮影ゆえにマルチスライ
ス画像であり、正確に関節面の傾きを把握するこ
とができる。
　さらに、脂肪抑制条件であるSTIR（⑧）について
は、前半の撮影で腱や靭帯の損傷が疑われれば、③
および④の撮影断面と全く同じになるように撮影
断面を設定していた。一方、前半の撮影で異常が認
められない場合には、⑧は 状骨の長軸に平行と
なるような撮影断面とし（ほぼFROに近い）、蹄尖
部まで網羅的に炎症所見が無いかを検査してい
た。

○球節
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
PILOT中心は第3中手骨顆中心に設定する。
[前頭断面]
：第3中手骨あるいは第1指骨長軸に平行になるよ
うに撮影断面を設定する。
①T1 GRE FRO FAST
②T2* oW GRE FRO FAST 
③STIR FSE FRO FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。両側近位種子骨
の中心に断面をとる。
④T1 GRE SAG FAST
⑤T2* oW SAG TRA FAST
⑥STIR FSE SAG FAST
[横断面]
：第3中手骨遠位あるいは第1指骨近位関節面に平
行になるように撮影断面を設定する。
⑦T1 GRE TRA FAST
⑧T2* oW GRE TRA FAST
⑨STIR FSE TRA FAST

NEH
○蹄
PILOT撮影を実施後の設定条件は以下のとおり。
STIRテストは実施しない。
[遠位横断面]

①T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
②T1 3D SAG
③T2*oW 3D SAG
[近位横断面]
④T1 3D TRA HR
[前頭断面]
⑤T2*oW 3D FRO HR
[近位横断面]
⑥T2*oW 3D TRA
[矢状断面]
⑦STIR FSE SAG FAST（スライス数を2倍に）
[前頭断面]
⑧STIR FSE FRO FAST（スライス数を2倍に）
[遠位横断面]
⑨T2 FSE TRA
　HRやFSEは体動に弱いため、不鮮明な画像が得
られた場合にはFSE FAST、GRE MIあるいは最新の
撮影条件であるFSE SFASTなどに適宜切り替えて
いた。

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。STIRテ
ストは実施しない。
[横断面]
：第3中手骨遠位に平行になるように撮影断面を
設定する。
：近位種子骨に平行になるように撮影断面を設定
する。
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FASTあるいはMI
②T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
③T1 GRE TRA FASTあるいはMI
④T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
⑤T1 GRE TRA FASTあるいはMI
⑥T2* oW GRE TRA FASTあるいはMI
[横断面]：近位種子骨に平行になるように撮影断
面を設定する。
⑦STIR FSE TRA FASTあるいはMI
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に

なるように撮影断面を設定する。内外の近位種子
骨の中心に断面をとる。12スライスに増やすこと
で第3中手骨全体が含まれるように撮影範囲を設
定する。
⑧T1 GRE SAG FASTあるいはMI
⑨T2* oW SAG TRA FASTあるいはMI
[前頭断面]
：第3中手骨に平行になるように撮影断面を設定
する。10スライスに増やして種子骨から第3中手
骨までが含まれるように撮影範囲を設定する。
⑩T1 GRE FRO FASTあるいはMI
⑪T2* oW GRE FRO FASTあるいはMI
⑫STIR FSE FRO FASTあるいはMI

○腕節
[横断面]
：撮影範囲の上端を橈骨の骨端軟骨板付近に設定
する。
：コイルをやや下げて橈骨手根間関節が撮影範囲
の上端になるように設定する。
：コイルをさらに下げて手根間関節が撮影範囲の
上端になる。
①T2*oW GRE TRA MI
②T1 GRE TRA MI
③T2*oW GRE TRA MI
④T1 GRE TRA MI
⑤T2*oW GRE TRA MI
⑥T1 GRE TRA MI
[横断面]：病変を疑う部分についてはこれにSTIR
を追加する。STIRについては体動に弱いため、主要
病変部に対してのみ撮影していた。
⑦STIR GRE TRA MI
[矢状断面]
：撮影範囲は関節面に平行にかつ左右対称に両端
が橈側手根骨と尺側手根骨が入るように設定す
る。T1についてはスライスを12枚に増やして撮影
する。
⑧T2*oW GRE SAG MI
⑨T1W GRE SAG MI
 [前頭断面]
：第3中手骨に平行に設定する。前頭断面はT2*oW
のみ。これは全般に言えることだが、診断に際して

有用な情報（炎症等の有無）が得られるのはT2の
ため、T2が優先とのこと。ただし、T2よりはT1の
方が撮影は容易(時間が短く動揺に強い)ため、T2
の撮影が困難な場合にはT1のみ撮影する場合も
ある。
⑩T2*oW GRE FRO MI

Donnington Grove
　唯一、STIRテストを実施する。これまで本会で
行った撮影症例では、STIRはほとんどが+となって
いたことから、そのことについて質問した。豊富な
症例数に加え、サラブレッド種以外も扱う同病院
においてもやはりSTIR+であることが多いという
こと。これについては、現在Hallmarq社がSTIR条
件をさらに細分化するプログラムの設定作業を進
めているということで（STIR-、STIR、STIR+、
STIR++）、日本についても同プログラムが提供され
る予定ということを早速確認した【2014年12月
導入済】。撮影時間の短いSTIR（SFAST）の設定もあ
わせて実施される。
　Donnington Groveでは、マジックアングルエ
フェクトの鑑別を行う目的でDUAL ECHOという
撮影条件が使用されていた。これはT2 FSEとプロ
トン密度強調画像を一度に撮影する設定条件であ
り、同一の撮影断面を異なる強調条件で同時に描
出できる。いずれかの強調条件のみでの高信号で
あった場合はマジックアングルエフェクトの存在
が疑われる。蹄部の水平断面でDUAL ECHOにて撮
影することで、側副靭帯の評価を行うことができ
る。

○蹄
PILOT中心は 状骨に合わせる。
[矢状断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。前頭断面で第2指骨遠位あるいは
状骨に撮影断面を設定する。
①T2* oW 3D SAG
②STIR GRE SAG
[前頭断面]
：横断面で 状骨掌側面あるいはDDFTに撮影断面
を設定する。矢状断面で長軸がDDFTに並行になる

ように撮影断面を設定する。
③T1 3D ISO HR
[近位横断面]
：前頭面で第2指骨あるいは 状骨に撮影断面を
設定する。矢状断面はDDFTに撮影断面を設定す
る。
④T1 3D TRA HR
⑤STIR GRE TRA
⑥T2 FSE TRA FAST
[水平断面]
：遠位指節間関節側副靭帯と平行になるよう第2
指骨遠位端に撮影断面を設定する。
⑦DUAL ECHO TRA
[遠位横断面]
：前頭断面で第2指骨遠位あるいは 状骨に撮影
断面を設定する。矢状断面は短軸をDDFTの第3指
骨終止部に平行に撮影断面を設定する。
⑧T2 FSE TRA FAST
⑨T1 3D TRA
⑩T2 GRE TRA 

○球節
PILOT中心は第3中手骨顆中心に合わせる。
[横断面]
：第1指骨近位関節面に平行になるように撮影断
面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[前頭断面]
：第1指骨長軸に平行になるように撮影断面を設
定する。
⑤T1 GRE FRO FAST
⑥T2* oW GRE TRA FAST
⑦STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨から第1指骨を直線につなぎ、平行に
なるように撮影断面を設定する。
⑧STIR FSE SAG FAST
⑨T1 GRE SAG FAST
⑩T2* oW SAG TRA FAST

○腕節～繋靱帯近始部
PILOT中心は第3中手骨近位に合わせる。
[横断面]
：第3中手骨近位関節面に平行になるように撮影
断面を設定する。
①T1 GRE TRA FAST
②T2* oW GRE TRA FAST
③T2 FSE TRA FAST
④STIR FSE TRA FAST
[矢状断面]
：第3中手骨の長軸に平行になるように撮影断面
を設定する。
⑤STIR FSE SAG FAST
⑥T1 GRE SAG FAST
⑦T2* oW SAG TRA FAST
[前頭断面]
：第2中手骨から第4中手骨を直線でつなぎ、それ
に平行になるように撮影断面を設定する。
⑧T1 GRE FRO FAST
⑨T2* oW GRE TRA FAST
⑩STIR FSE TRA FAST

1)-3その他の撮影技術
●体動対策
Rossdales
RFコイルを固定するマジックテープを使用して
いない。このため、蹄部MRI検査時はRFコイルを地
面に置いた状態で撮影する。しかし、この方法では
馬が動いた際にRFコイルが外れ、踏みつけてしま
うことがあった。幸い少しコイルが曲がった程度
で、その後撮影してみると得られた画像に乱れは
無かったためそのまま撮影を継続したが、マジッ
クテープは使った方が良いように感じた。質問し
たところ、スペアのRFコイルを持っており、故障
の際にもスペアを用いて検査できるので問題はな
いと話していた。なお、球節から近位ではRFコイ
ル装着部の遠位に布製バンテージを分厚く巻き、
そこにRFコイルを乗せる形で固定していた。

NEH
検査時に体動が認められる場合には、頻繁に用手

保定を行っていた。基本的に患肢に加えて対側肢
の撮影を行うため、撮影所要時間が長くなる。この
ため、患肢の撮影終了時には馬をMRI室から退室
させ、隣接する馬房で排尿させてから対側肢の撮
影を行っていた。NEHで「最も保定が上手い」とい
う保定者は、写真のように両手で頭を抱えるよう
にして保定していた。これは、馬の体の揺れや体重
移動を捉えやすいからとのこと。ガントリー前の
木製バーは馬の胸部が触れる高さにセットするの
が適当であり、馬ごとに適宜高さを調整していた。

Donnington Grove
　撮影時の体動対策として、保定者が用手にて肩
や腰角を押すことで極力四肢の均等負重下で検査
を行っていた。また、装置操作者は撮影中断ボタン
を利用し、体動の影響を受けている間の信号受信
が無いようにしていた。RFコイルの選択について
は、蹄部MRI検査の際にも径が小さい腕節用RFコ
イルを用いる方が良いということを教えられた。
また、球節より近位の撮影では、細かな体動が大き
な画像の歪みを引き起こすため、最近は

Horizontal PEをオフにした条件で撮影しており、
大きな問題は無いということであった。早速本会
の設定条件にも取り入れたい。

●騒音対策および排尿対策
　いずれの診療施設においても、耳栓やブリン
カーの着用は一般的ではなかった。また、事前の飲
水制限などを過去に実施していたという診療施設
もあったが、あまり効果が見られず現在は行われ
ていない。

●疼痛対策
　患肢に疼痛を有する馬に対しては2%メピバカ
インによって局所麻酔を実施した後、検査を実施
していた。この際、画像に干渉しうる部位への麻酔
薬の注入は避ける。蹄部MRI検査の際は遠軸種子
骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）を、球節
MRI検査の際は高四点神経麻酔（High-4 Point 
Block）を行う。

●金属性異物対策
Rossdales
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。サビや砂粒が強固に固着する場合
などは金属性異物による画像の歪みが生じる場合
もある（写真参照）。除鉄後はエラスチコンを蹄に
直接巻いてMRI室前まで移動し、入室直前にこれ
を除去する。

Newmarket Equine Hospital
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。以前はレントゲン検査を実施して
いなかったが、金属性異物による画像の歪みを発
見するたびに、MRI検査をいったん中止して釘の
除去を行うことになっていたため、現在は事前の
レントゲン検査と金属性異物の除去は徹底して行
われていた。

Donnington Grove
　患肢および対側肢を除鉄し、患肢については蹄
部レントゲン検査を実施し、金属性異物残存の有
無を確認する。金属性異物残存による画像の歪み
が発生し、読影に苦慮した症例が過去にあったた
め、この作業は念入りに行われていた。写真に示す
症例では装着していた蹄鉄の釘穴とは異なる位置
において釘頭の蹄壁内残存が認められた。このよ
うな場合はおおよその位置に注射針を留置してレ
ントゲンを撮影し、その直下を掘り進めることで
金属片を除去していた。場合によっては、これらの
作業だけで30分以上要していた。

2）これまでに撮影した症例の読影の確認
　本研修までに本会でMRI検査を実施した症例に
ついて、種々のアドバイスをいただくことができ
た。
2)-1 挫跖症例に対するMRI
　MRIは積極的には行われていない。臨床所見か
ら挫跖と診断できる場合が多いうえ、MRIの検査
費用が高いという理由がある。踏創については釘
などの貫通物が 嚢まで到達していれば同部で感
染が成立し、治療が長期化する可能性が高い。この
ため、踏創症例ではMRI検査を行う場合もある。な

お、膿瘍化した症例の治療としては本会と同じく、
IVRP（肢端部局所静脈内還流）法によって、抗菌剤
を投与する。使用する薬剤は、ゲンタマイシン（2.2 
mg/kg）やアミカシン（1g/head）が主流で、マルボ
フロキサシンを用いることもある。

2)-2 Navicular Syndrome症例に対するMRI
　診断のポイントは大きく分けて3つ。 状骨の
異常所見の有無、 状骨付着靭帯の評価および深
指屈腱の損傷の確認である。この診断に基づき、異
なる治療を選択する。 状骨に異常所見を認める
症例は、ビスフォスフォネート（Tildren）の適応と
なる。一方、MRIで 状骨に粗造像や水腫などの異
常を認めず、診断麻酔によって跛行が消失する症
例については切神術の適応となる。また、 状骨付
着靭帯の異常を認めた症例に対しては、トリアム
シノロンアセトニド（TCA）10～15 mgの 嚢内投
与が適応となる。TCA投与後には3週間程度の小パ
ドック放牧休養とReverse Shoe（蹄鉄を前後反対
に装着）やWedged Shoe（蹄踵を挙上）を用いた装
蹄療法を1～2ヶ月間行う。これにより、TCAの投与
間隔を6ヶ月程度としても、治療効果を持続させ
ることができる。投与間隔を極力空ける理由は、蹄
葉炎発症の危険性を考慮してということであっ
た。深指屈腱の損傷は一般に予後が悪く、休養期間

は長く、再発率も高い。診療施設によってはPRPや
幹細胞を用いた治療も試みられていた。

2)-3 蹄骨々折症例に対するMRI
　MRIとレントゲンを比較すると、検査費用と簡
便性においてはレントゲンが上回るが、骨折線が
関節面に及ぶかどうかの診断と微細な骨折線の評
価という点ではMRIが上回る可能性がある。本会
で骨折治癒過程におけるMRIとレントゲン所見の
比較を行っている症例については、大変興味深い
というコメントをいただいた。

2)-4 蹄底角化不全症例に対するMRI
　基本的にMRIは蹄壁の描出が得意ではない。し
かし、臨床経過およびMRI所見からは局所の角化
不全と考えられ、治療としては物理的なデブライ
ドメントが選択肢となる。マゴットセラピーにつ
いても有効ではないかということ。

2)-5 蹄葉炎症例に対するMRI
　蹄葉炎の前駆病変の診断という目的で、MRI検
査を実施している診療施設はなかった。蹄葉炎発
症馬の立位MRI検査を実施したことのある診療施
設はあり、読影はTRAで行う。

2)-6 遠位指節間関節側副靭帯炎・斜種子骨靭帯炎
症例に対するMRI
　本会で撮影した遠位指節間関節側副靭帯炎症例
については、非常に軽度な炎症あるいはマジック
アングルエフェクトの影響が考えられるとのコメ
ントをいただいた。マジックアングルエフェクト
は内側枝でみられることが多いため、読影につい
ては特に慎重に行う必要がある。2つ以上の撮影
断面と2つ以上の撮影条件で異常が描出されてい
ること、靭帯自体の肥大と粗造な信号変化が認め
られること、さらに診断麻酔を含めた臨床所見か
らの総合的な判断が重要となる。今回研修を実施
した診療施設においても、立位MRI装置導入当初
は内側の側副靭帯の損傷と診断し、同部の治療を
試みたが良化が見られなかった症例があり、慎重
に診断を下すようになってきているとのことであ
る。

　斜種子骨靭帯損傷症例については、複数の撮影
断面で異常を認め、靭帯自体の肥大と粗造な信号
変化、さらに腱鞘液の増量などの臨床所見を認め
るような場合、損傷と診断して間違いない。こちら
も内側枝がマジックアングルエフェクトの影響を
受けやすいことから、内側斜種子骨靭帯損傷は注
意して診断する（症例B）。
マジックアングルエフェクト
　靭帯等の索状構造物が静磁場に対して54.7°
(±10°)の角度で位置したとき、スピン相互作用
のためT2値が延長し、特定の組織の信号強度が上
昇する現象。

補足）骨折整復手術症例に対する術前MRI
　CTはMRIと比べ、骨折線の評価に優れる。このた
め、CTを有している病院ではCTによって術前の骨
折線評価を行っていた。CTが無い病院でも、MRIに
よって中手骨や指骨の骨折整復手術前に骨折線を
評価することは行っていなかった。この理由を確
認したところ、ギプスなどの外固定具を外して局
所麻酔投与下で立位MRI検査を行えば、万が一撮
影中に馬が暴れた場合など、骨折が悪化する可能
性が否定できないためということであった。

3）競走馬症例について、撮影対象とすべき疾患の
選択方法について整理すること
3)-1 特に興味深いと考えられた12症例（症例A～
L）

症例A　サラブレッド種・競走馬　(牡：3歳)
　約1ヶ月前に右中間手根骨骨折を発症。骨折線
の確認のために発症直後と約1ヶ月経過後にNEH
にてMRI検査を実施。

症例B  サラブレッド種・競走馬（牡：4歳）
　間欠的な左前跛行を呈するため、Donnington 
Groveを来院。蹄、球節および腕節部MRI検査にて
第3中手骨近位背内側面周囲に骨硬化像を確認。
手根骨とのぶつかりによって生じているものと考
えられ、6週間の馬房内休養と3ヶ月後以降の競走
復帰の目処が示された。

症例C　サラブレッド種・競走馬（牝：4歳）
　数日前より右前跛行を呈し、球節が腫脹。レント
ゲンで異常所見は認めないものの、臨床所見から
骨折が疑われるため、MRI撮影のためRossdalesを
来院。MRIにて第3中手骨遠位外側顆に微小な骨折

線を認める。3～6ヶ月の休養が指示された。

症例D  サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　軽度の右前跛行が続くが、レントゲンでは異常
を認めない。精査のためRossdalesを来院する。球
節部MRI検査にて、第3中手骨遠位掌側面にPalmar 
Osteochondral Disease （POD：掌側の骨軟骨病変）
を確認。1ヶ月程度は常歩のみとし、以降は少しず
つ調教強度を増加させる方針となる。

症例E　サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　球節関節内診断麻酔にて改善する左前跛行を呈
す。MRI検査のためRossdalesに来院。通常の撮影
条件ではなく3D条件によってごくわずかに認め
られる微小な骨折陰影が確認。このまま調教を継

続することで骨折を発症するリスクがあることを
説明した。

症例F サラブレッド種・競走馬（牝：3歳）
　左前歩様違和を間欠的に示すため、開業獣医師
よりRossdales来院を勧められる。球節のMRI検査
にて第3中手骨遠位背側面に骨硬化像と第3中手
骨遠位掌側面に軽度のPODを認めるが、微小な骨
折線などは認めず、様子を見ながら調教を継続す
る方針が示された。

症例G サラブレッド種・競走馬（牡：3歳）
　騎乗時の右前歩様違和を呈し、開業獣医師によ
るレントゲン検査を行われるが異常所見はなし。
掌側指神経麻酔では跛行は改善しないが、遠軸種

子骨神経麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）と球節
関節内診断麻酔によって跛行が改善。このため、
Donnington Groveにて球節部MRI検査を実施。第3
中手骨遠位内側顆に骨硬化像を確認。ただし、軽度
の骨硬化にとどまり、STIRでの高信号は認めず。調
教継続している競走馬では、本所見だけでは必ず
しも休養する必要ない。

症例H サラブレッド種（牝：1歳）
　10日前より左前跛行を呈し、1週間前に診断麻
酔を実施。蹄関節内診断麻酔にて跛行が改善。
Rossdalesにて蹄部MRI検査を行い、蹄骨近位関節
面に骨嚢胞を確認。蹄関節に対するTCAの注入は1
週間前にすでに実施されていたため、蹄関節内に
PRPを注入することが提案された。

症例I サラブレッド種・乗馬（牡：8歳）
　数日前より左前跛行を呈し、掌側指神経麻酔に
て跛行が改善。RossdalesにてMRI検査を実施。深
指屈腱の分断像と 状骨屈筋面の異常を認めた。

症例J 温血種・乗馬（セン：年齢不明）
　1～2ヶ月前から間欠的に左前跛行を呈す。掌側
指神経麻酔にて跛行が消失したため、蹄部MRI検
査のため、Donnington Groveを来院。MRIでは、深
指屈腱のコア型の損傷像を認める。一方、 状骨に
は異常がないため、切神術の適応症例であること
をオーナーに説明。対側肢の蹄部MRIもあわせて
撮影したが、こちらは異常所見認めず。

症例K オールデンバーグ種・乗馬　(牝：14歳)
　軽度の左前跛行を主訴にRossdalesに来院。掌側
指神経麻酔では歩様は良化せず、遠軸種子骨神経
麻酔（Abaxicial Sesamoid Block）で50％程度歩様
が改善した。蹄部MRI検査にて深指屈腱にコア型
の損傷を認めたことから、同部をエコー検査した
ところ、エコーでも損傷像が認められた。

症例L　乗馬　(牡：不明)
　軽度の右前跛行が続き、MRI検査にて角壁腫を
認めたため、摘出手術が行われた。

3)-2 Hallmarq Clinical Meeting

　今回の講習会の中で、特に興味深かった講習内
容を紹介する。

腕節部の立位MRI検査
　今回の研修先の一つ、NEHが画像読影契約を結
んでいるDr. Meredith Smithによる講義。腕節部の
立位MRI検査を実施する際のポイントの解説と、
症例の紹介が主な内容であった。腕節部の立位
MRI検査は、体動の影響が大きく、蹄や球節部と比
べると難易度が高い部位であるが、適切に保定す
ることで良い画像が得られる。用手による保定に
加えて、撮影肢とマグネットとの間にパッドを挿
入することで安定性が増す。競走馬は性格上、四肢
に均等に負重させた駐立状態を維持することは難
しく、保定方法に加えて鎮静深度の調節も慎重に
行う必要がある。腕節部の撮影においては、次に示
す撮影条件を使用すると良い。記載されている順
に、細かな体動による画像の歪みの影響を受けに
くい。馬の鎮静状態に応じて、柔軟に撮影条件を入
れ替えて撮影を進めることが重要となる。
　T1 GRE、T2* oW GRE 、T1 SE、PD SE、STIR GRE、
T1 3D GRE、T2* oW 3D GRE、T2 FSE、STIR FSE 
　選択するFASTとMIでは、MIは動揺には強いが、
FASTは撮影時間が短時間であり、それぞれの特徴
を理解して利用する。
　次に、読影についてであるが、腕節構成骨の骨折
線の評価に立位MRI検査が有用であることが、実

際の症例を示しながら紹介された。一方、腕節構成
骨に付着する靭帯については、靭帯自体の信号変
化を評価することは難しいものの、付着部の骨の
炎症性変化から靭帯の損傷を推察することができ
るということであった。また、腕節構成骨の骨硬化
によって、骨内部に血管新生がみられた症例が紹
介された。現時点で腕節部の立位MRI検査を積極
的に行っている診療施設は少なく、今後の知見の
集積が望まれる。

サラブレッド種競走馬の致死性骨折発症における
骨硬化関与の可能性
　米国のDr. John Pelosoによる講義。競走中に前
肢球節部の致死性骨折を発症した馬の死亡肢とコ
ントロール肢のMRI所見を比較した研究の紹介。
死亡肢では、第三中手骨の掌側面の骨硬化や骨浮
腫などの変化が特徴的にみられた馬が多かったと
いう。骨硬化によって、骨は外力に強くなるが、そ
れと同時に脆くなる。過去の報告によると、軟骨下
骨の変化を伴う馬を触診で判別することは難しい
ということが臨床上わかっている。さらに、21%の
馬ではX線検査にて異常が確認できないという。
このため、MRI検査を行うことでX線検査では描出
できない変化をモニタリングすることが重要と考
えられる。

Hallmarq MRIの最新ソフトウェアアップデート
について
　Hallmarq社がアップデート作業を進めている新
しいソフトウェアの説明と注意点。まず、全ての
2D撮影条件において、スライス枚数が任意に設定
可能となった。これにより、必要に応じてスライス
枚数を増減できるようになり、幅広い病変部では
一度に撮影できる範囲が増え、狭い病変部ではス
ライス数を減らして撮影時間を短時間にとどめる
ことが可能となった。次に、STIRにSFAST（スー
パーファスト）が追加された。体動によって撮影が
難しい症例でも診断価値のある画像を得られる。
一方、SFASTでは基本となるスライス数が4枚と大
幅に少なくなっている。さらに、以下の撮影パラ
メーターについて、一定の範囲で設定が変更でき
るようになった。N um b e r  o f  a v e r a g e s  

(experiments) 、Flip angle 、Repetition time 、
Inversion time (STIR scans) 、Echo Time (FSE 
based scans) 、Variant 、Number of slices 、Slice 
separation 、FOV およびNumber of pre-sat bands
である。これらを変更することによりSNRが低下
すると、文字色が緑→黄→赤と変化するように
なった。SNRを参考に、各種パラメーターを撮影者
が最適化することにより、より短時間で一定の画
質を担保しながら任意に撮影方法を設定すること

が可能となった。

おわりに
　今回の研修では、3週間半にわたり英国および
米国の診療施設を見学し、また、MRIに特化した講
習会に参加し、各訪問先で国内では得難い大変貴
重な経験を得ることができました。今後は得られ
た成果の還元に努め、読影精度の向上と立位MRI
検査の更なる普及を目指したいと考えます。

写真6　発表時の写真
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　平成27年6月28日から7月1日まで開催された
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of 
North American Veter inary Regenerat ive 
Medicine Association)に参加したので、その概要
について報告します。

学会開催地および会場
　今回の学会は米国カリフォルニア州西海岸沿い
のアシロマで開催された(地図1)。この付近は、昔
から海産物の缶詰事業によって発展してきてお
り、ノーベル賞作家であるジョン・スタインベック
の小説「缶詰横丁」の舞台となっている。現在では
野生のラッコが観察できる風光明媚な観光地とし
て知られており、週末には海水浴やヨット、サイク
リングを楽しむ人が多く訪れる。
　当地は豊かな自然に囲まれ、生物多様性が保存

されていることから、これまでにも数多くの自然
科学分野の学会が開催されている。特に有名な学
会は1975年に開催されたアシロマ会議であり、人
および生物の存続に危険を及ぼすと考えられた遺
伝子組換技術に関する研究を、科学者自らが制限
したことは科学史に残る偉業として紹介されてい
る。
　学会会場であるアシロマーコンファレンスセン
ターは、敷地内に宿泊施設、食堂および大小多数の
ホールが備わっている(地図2、写真1)。本学会はこ
の施設の特徴を利用し、限られた学会時間を有効
活用するために、参加者に同じ会場での宿泊や食
事を義務づけるオンサイトミーティングという形
式で開催された。宿泊、食事、会場の3点が密に
なっていることで、他の参加者とコミュニケー
ションを取りやすい環境であった。

学会概要
　North American Veterinary Regenerative 
Medicine Association (NAVRMA：北米再生医療獣
医師会)は、2010年に創設された組織であり、獣医
師のみならず再生医療に関わる研究者や弁護士お
よび動物産業関係者などで構成されている。再生
医療分野における科学的知見やその臨床応用およ
び獣医再生医療に関連する規制法についての情報
を交換、普及させることを目的としている。獣医再
生医療分野において最先端の研究を行っている高
名な大学教授だけではなく、著名なウマ開業獣医
師も学会役員となっているため、本学会では基礎
科学的な学術内容に加えて、症例報告など臨床的
な内容についても幅広く議論することが可能であ
る。
　第5回となる今回の学会参加者は160名程度で
あった(写真2)。総講演数は49題であり、招聘研究

者の講演が17題、一般発表が25題、ポスター発表
が7題であった。ウマに関する一般発表は17題で
あり、その内訳は腱に関する報告が5題、関節や外
傷に関する報告が4題、基礎研究が7題、その他1題
であった(プログラム参照)。
　また、オンサイトミーティングにふさわしく、全
ての食事時間にも学会プログラムが設けられてい
た。朝食時には3名のパネリストが司会となり、設
定された議題に関して意見を交換した。昼食時に
は食事テーブル毎に専門家が配置され、その分野
に関して議論できるように工夫されていた。また、
夕食時にはヒト再生医療研究において、数多くの
偉大な業績があるDr. Rocky Tuan と Dr. Andras 
Nagyの講演会が開催された(写真3)。
　一日の学会プログラムが終わる時間帯は、ちょ
うど夕陽が海岸線に沈む時間であった。その光景
が非常に美しかったことは言うまでもない(写真
4)。時計に目をやると時刻は21時過ぎであった。

朝から晩まで学会に参加していることに気づき、
モントレーの地には“缶詰”がよく似合うことを実
感した。

　以下に本学会のプログラム、発表演題の講演要
旨とその和訳、および本学会で興味深かった演題
について記す。

6月29日のプログラム内容

8:30  　講演発表
Thomas Koch
　幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Dori Borjesson
　臨床試験：幹細胞機能と幹細胞投与後
　の追跡調査
Tracy Webb
　ネコの幹細胞治療について
Ralph Marcucio
　骨折治療について
Kurt Hankenson
　ヒト臨床医学を参考にした骨折療法
Takeaki Kubo
　日本の獣医療における細胞療法
Boaz Arzi
　再生医療によるイヌ下顎骨再建につい
　て

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
　　　 ション

13:30　講演発表
Susan Volk
　再生微小環境におけるタイプⅢコラー
　ゲンの役割
Kaitlin Clark
　ウマ幹細胞を用いた皮膚の創傷治療に
　ついて
Valerie Johnson
　慢性ブドウ球菌感染症に対する活性化
　幹細胞の抗菌作用
Alicia Bertone
　ウマ歯髄幹細胞を用いた跛行治療
Ashlee Watts

　幹細胞懸濁液の違いによって生ずる臨
　床的副作用の検討
Lynn Williams
　ウマ滑膜炎発症モデルにおけるウマ臍
　帯幹細胞投与後の滑液内有核細胞数の
　減少
Boaz Arzi
　自己幹細胞を用いたネコ歯肉口内炎の
　治療
Ashlee Watts
　自己幹細胞あるいは他家幹細胞を球節
　内投与した際の副作用について
Dennis Lox
　膀胱膜器質を用いた膝関節症治療につ
　いて
Madhu Dhar
　ウマ他家幹細胞を用いた筋損傷治療の
　成績
Nathaniel White
　MRIを用いたウマ下肢部腱靱帯への幹
　細胞・PRP投与

19:00　夕食講演会　Dr. Rocky Tuanによる講演

6月30日プログラム内容

7:30  　朝食　小動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Dean Betts
　イヌ多能性幹細胞について
Ardy Bayat
　電気的刺激による皮膚創傷の治療
Fernando Fierro
　遺伝子工学を用いた幹細胞による治療
　効果の増強
Ian Tobias
　イヌES細胞の一部を用いた多能性細胞
　への誘導
Amir Kol
　Th17 経路によるイヌ幹細胞治療
Aijun Wang
　子宮内における生前幹細胞治療の動物

　モデル
Anne Wooldridge
　効率的なウマ内皮前駆細胞の採取方法
　および培養方法
Mohammed Zayed
　軟骨形成能力の比較(骨髄由来幹細胞VS
　滑膜由来幹細胞) 

12:00　昼食　専門家とのテーブルディスカッ
ション

13:30　講演発表
Alan Nixon
　軟骨修復および関節炎に対する自己幹
　細胞の多面的な効果
Yoshinori Kasashima
　腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹
　細胞とゼラチンマイクロスフィアによ
　る細胞凝集体の作製と移植法の検討
James Dawkins
　非閉塞式 冠動脈内投与による心臓由来
　幹細胞の心筋投与
Jennifer Barrett
　幹細胞の伸展による腱細胞への分化誘
　導について
Mandi Lopez
　ウマ幹細胞に分化させる合成 mRNAに
　ついて
Yoshihiro Kishigami
　イヌ脊髄損傷症例に対する幹細胞治療
　の調査
Jenny Mumaw
　幹細胞に対するアデノ随伴ウイルスの
　形質導入について

15:30 ポスター発表 
19:00　夕食講演会 　Dr. Andras Nagyによる講

演

7月1日のプログラム内容

7:30  　朝食　大動物臨床に関するパネルディス
カッション

8:30  　講演発表
Lynne Boxer

　獣医療における細胞治療製品のFDA ガ
　イダンス
Karl Nobert
　獣医再生医療に関する規制
Denni Day
　幹細胞治療を始めるにあたっての12の
　秘訣
Daryl Boyd (企業)
　Goldic stem cell(商品名) の説明
Merrilee Thoresen
　輸送が骨髄および骨髄由来細胞に与え
　る影響について
Eduardo Silva
　多糖類を用いた血管構築に関する組織
　工学
Alexis Mitchell
　ウマ幹細胞の凍結方法について
Jade LaDow
　骨髄由来または脂肪由来細胞には認め
　られない腱由来細胞の優位性

12:30　Rahul Pathak (企業)
　知的財産の保護(企業による事業説明)

腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼラ
チンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製と
移植法の検討
笠嶋快周1）・田村周久1）・琴寄泰光1）・福田健太郎1）・
黒田泰輔1）・田畑泰彦2）・桑野睦敏1）

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所

【目的】　近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法として
間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めてい
る。しかし、実験小動物で報告された移植治療の有
用性は大動物では再現に至らないことが多い。そ
こで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシン
グルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞活
性の増強が期待できる細胞凝集体として移植する
方法について検討を始めた。

【材料と方法】　4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。

【結果】　凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、

従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。

【考察】　本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。

○幹細胞と組織工学に関する基本的内容
Thomas G. Koch (オンタリオ獣医科大学)

　幹細胞は自己複製性、増殖能力および分化能力
を有する細胞として定義されている。しかし、幹細
胞の分類方法は様々であり、ヒト医学および獣医
学の両方において専門用語の使用に混乱がみられ
る。
　間葉系 間質 細胞は、個体の骨髄や脂肪など様々
な組織から分離された細胞である。この細胞の特
徴は、①骨、軟骨、脂肪へ分化する能力があること、
②増殖能力が高いこと、③プラスチック素材に接
着することである。近年は分化能力だけではなく、
この細胞から分泌される物質による免疫調整機能
が注目されているため、この分野の研究は今後も
発展すると考えられる。特に、この細胞の機能を評
価するために、表面抗原を特定する研究は重要で
ある。再生医療分野の研究者に実施したアンケー
トでは、この表面抗原が明らかになった細胞を間
葉系 幹 細胞(mesenchymal stem cells)と呼び、そ
れ以外は間葉系 間質 細胞(mesenchymal stromal 
cells )という用語の使用が適当とする回答が最も
多かった。(以上、本文要約)

　間葉系幹細胞(mesenchymal stem cells)の定義
には上記の①～③に加えて、④間葉系幹細胞に特
徴的な表面抗原を有すること、が記載されている。
表面抗原とは、個々の細胞の表面に発現している
特定の構造体のことであり、細胞の性質を示す目

印(マーカー)として用いられている。
　これまでは、安価に検証できる①～③の条件を
満たしていれば、その細胞を「間葉系幹細胞」と記
述しても良い風潮であった。しかし、彼の講演のと
おり、再生医療に関する研究が進むにつれて、本来
の定義に従って全条件を満たした細胞だけを「間
葉系幹細胞」とする気運が高まってきている。これ
は、この10年間で表面抗原を解析する装置の性能
が大幅に上昇したことも一因と考えられる。

○自家幹細胞あるいは他家幹細胞を球節内投与し
た際の副作用について

AE Watts ら(テキサスA＆M大学)
　関節損傷の治療のために、他家幹細胞が関節内
に投与されることがある。他家幹細胞はあらかじ
め準備することが可能であるため、必要な時にす
ぐに投与できる利点がある。その一方、免疫学的な
観点から副作用が起こる恐れがある。
　実験方法として12頭の健常なウマを用いた。自
家幹細胞と他家幹細胞をそれぞれ6頭の球節内に
投与し、臨床症状と関節液の細胞診によって副作
用を評価した。

　その結果、他家幹細胞を投与した群における関
節液内の有核細胞数は、自家幹細胞を投与した群
よりも有意に多かった。臨床症状に差はなかった。
他家幹細胞を投与した群において関節液内の有核
細胞数が増加したことは、免疫反応の一部と考え
られる。こういった副作用が起こる機序に関して
更なる調査が必要である。(以上、本文要約)

　米国では他家幹細胞を用いたウマの再生医療が
広く実施されている。しかし、その安全性および効
果に関しては様々な報告があり、議論が続いてい
る。演者らは今回の結果を踏まえた上で、他家幹細
胞の投与には慎重な立場であることを示してい
た。他家幹細胞投与による治療効果および作用機
序に関して未だに不明な点が多いことが、その根
幹にあるように思われた。
　その一方で、すぐに治療に用いることができる
他家幹細胞製品には高い需要がある。ヒト再生医
療分野では、免疫反応などの副作用が起こらない
ようにするための研究が実施されており、将来的
には有望な医薬品が開発される可能性がある。
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エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2015年3号の紹介）

時事解説
　本稿の要点：雷鳴が聞こえたら、あなたもあなた
の馬も雷に打たれる危険がある。
　夏は、待ちに待った乗馬、さまざまなイベント、
遠乗の季節である。落雷は通年発生するが、夏は米
国で、落雷が最も発生する季節でもある。米国海洋
大気局（NOAA）によると、米国では毎年年間に
2,500万もの雷が発生している。
　落雷によるヒトの死亡事故は、多くの記録が残
されている。NOAAによると、米国では2006年か
ら2014年までの間に287人が落雷によって死亡
している。落雷によって死亡したウマの統計はと
られていない。しかしながら、2015年4月にケン
タッキー州中央部で発生した雷雨によって、一つ
の牧場でウマ3頭、別の牧場ではウシ2頭が落雷で
死亡したことが報告されている。
　多数が参加する遠乗会、ホースショー、競馬場、
ウマのせり会場…、このうちのどれだけに気象知
識を有し、突然の雷雨に対してイベントを中止す
る権限を持って、天候を監視している責任者がい
るだろうか？ 地方のホースショーから国際競走
に至るまで、ガイドラインが最新であり、かつ遵守
されていなくては役に立たない。
　時代遅れのガイドライン（しかし、未だに用いら
れている）のひとつとして、30/30ルールがある。
30/30ルールは、稲光を見てから30秒以内に雷鳴
を聞いた場合には、屋外イベントは中断し、天候が
回復して30分以上経過した後に再開するという
ものである。
　時間など気にしてはいけない。雷鳴を聞くか、稲
光を見たならば、落雷に打たれる可能性がある。屋
外に安全な場所などない！
　ウマのイベント主催者は、全米ゴルフ協会
（USGA）から学ぶべきことが多い。USGA国際選手
権、およびUSGAのガイドラインのもとで行われる

地域や地方の大会のほとんどでは、ゴルフコース
上に選手がいる間は、主催者が気象レーダーを監
視している。この監視員は、天候によって大会の続
行が脅かされる場合、大会中断の権限と責任を持
つ大会責任者と連絡を取り合う。
　大会の前に、総合的な避難計画が策定される。一
般的にこれらの計画では、ゴルフコース周辺にい
くつかの具体的な避難場所を指定する。これらは、
コースから選手が安全な場所もしくはクラブハウ
スへ移動することができる場所である。コース上
の競技員は、避難場所を必ず確認する必要があり、
また避難警報が出て、競技が中断される場合、選手
とそのキャディーを安全な場所に避難させる責任
がある。選手達は、これが標準の手順であることを
知っている。
　雷鳴の中で競技を続けるホースショーや、雷雨
の中で競走馬に跨るジョッキーが金属性のゲート
に入る競馬を、あなたは何度見かけたことがある
だろうか。我々は、全ての馬術イベントの主催者に
対して、科学的な、そしてヒトおよびウマの安全確
保に基づく、悪天候時における計画の策定、履行お
よび周知を要求する。これまでは、個人個人が気象
観測講習を受講したりNOAA気象ラジオを携帯し
たり、携帯電話用気象アプリを入手したり、また常
識的な判断を基にして、安全計画を立てる必要が
あった。雷雨の中で金属製の蹄鉄を履いたウマに
跨るなんて、ありえないことである。常に天候には
注意し、天候が悪化する前にヒトやウマに安全な
場所を確保することである！

連絡先：
Matt Dixon
(859) 218-4363
matt.dixon@uky.edu
Meteorologist ,  Biosystems & Agricultural  

Engineering;

Dr. Roberta Dwyer
(859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第1四半期*

　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　米国内において2014年から2015年にかけて発
生した水胞性口炎の最終報告は2015年の第1四半
期始めにあった。アリゾナ州南部の１施設におい
て2例発生し、いずれもウイルスの血清型は
ニュージャージー型だった。
　鼻疽がドイツで1例確認された。該当施設にお
けるその他のウマへの感染は認められなかった。
感染源は特定されていない。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンドおよび米国で発生した。デンマークでは、本疾
病の単発症例が認められた。フランスでは合計14
件発生し、主にサラブレッド種と温血種に認めら
れた。ドイツおよび米国では、腺疫は風土病となっ
ている。本疾病はドイツ全土に拡散していると考
えられている。米国では、少なくとも16州におい
て腺疫の発生が認められ、ケンタッキー州、メリー
ランド州およびサウスカロライナ州では複数の症
例が確認された。
　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3件発生し、イギリ
スでは15件発生した。米国において本疾病は風土
病であり、ケンタッキー州（2例）、ミシガン州（1
例）およびサウスダコタ州（1例）で発生が確認さ
れた。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、日本、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（5件）、アイ
ルランド（12例）、スイス（複数の施設で発生。数は
不明）、英国（異なる施設で3例）および米国（風土
病。数は不明）で確認された。EHV-1に起因する流
産が、フランス(8例。2例は1牧場。その他はそれぞ
れ別の牧場で発生)、ドイツ（5例）、日本（19施設で
計28例。生後直死8例を含む）および米国（5例）で
発生した。EHV-1による神経疾患がフランス（1
例）、ドイツ（2例）、スイス（複数の施設で数例）お
よび米国（2例）で発生した。EHV-4による呼吸器疾
患がフランス（15件）、ドイツ（1例）、スイス（複数
の施設で発生。数は特定できず。）およびイギリス
（異なる施設において4件）で確認された。イギリ
スでは、EHV-4による流産が1例発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で2例確
認された。
　呼吸器症状を伴うEHV-2感染症が米国で多数確
認された。何例かはEHV-5との混合感染だった。
　ウマ動脈炎ウイルス感染がドイツ（種牡馬1例）
およびスイス（1例）で確認された。カナダとドイ
ツで馬伝染性貧血が確認された。カナダでは西部
の2州における異なる施設で4例が確認された。ド
イツでは3件発生した。
　馬ピロプラズマ病は、フランスおよびUAEにお
いて風土病とされており、UAEでは非サラブレッ
ド種において単発症例が確認された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツの1施設の非サラブ
レッド種の種牡馬2例で報告された。
　レプトスピラ感染症が、フランス（ブドウ膜炎1
例）および米国（流産2例）で発生した。米国では、
ノカルジア性胎盤炎および流産が6例確認され
た。
　サルモネラ症がアイルランド（3例）、スイス（ネ
ズミチフス菌2例）および米国（C3群サルモネラ菌
8件）で発生した。
　米国においてクロストリジウム腸炎が報告さ
れ、複数の子馬のC. perfringens A型菌による単発
症例、C. difficileによる症例2例、そしてC. sordelliiに
よる症例1例だった。また、米国の2州で、サラブ
レッド種の子馬に増殖性腸症が確認された。
　ロタウイルス感染症がフランスで2件発生し
た。

　米国フロリダ州では、東部馬脳脊髄炎の死亡例
が１例確認された。
　ロドコッカス関連疾患が風土病として米国で発
生し、少なくとも22例が診断された。
　Corynebacterium pseudotuberculosis感染症が米
国で風土病として報告された。
　馬の非定型ミオパチーがアイルランドで3例報
告された。
 
貧困国における使役馬　―　感染症の影響について
　世界中においてウマとロバのほとんどは、貧困
者と共に生き、彼らのために働く。貧困者の生活に
これらの動物が与える影響は非常に大きく、広範
囲に及ぶ。使役馬は、増加している世界人口の「底
辺にいる10億人」の多くに対し、貧困を減らし、食
料の安全を確保し、また男女平等を促進する。
　これらの重要な役割にもかかわらず、これらの
動物はあまり重要視されていない。また、正確な頭
数も把握されていない。国連食糧農業機関は、世界
のウマの頭数を約1億1300万頭と推定している
が、調査データが曖昧なことから、その総数は過小
評価されていると考えられている。これらのウマ
やロバが人々に有益な影響を多く及ぼしているに
もかかわらず、彼らの健康が優先されることはほ
とんど無い。
　Equine Veterinary Journal（2015年1月）に掲載
された国際ハブマイアーワークショップの報告書
は、世界中の使役馬における感染症という重荷を
軽減するための戦略を解説している。その課題は
困難であり、必要とされる解決策は多岐にわたる。
克服し難い社会行動上および制度上の障壁がある
ため、新しい診断技術やワクチンなどの技術的な
解決策は、答えの一部に過ぎない。
　ワークショップは、疾病を三つのカテゴリーに
分けることを提案した。第一カテゴリーは、アフリ
カ馬疫、狂犬病、破傷風および消化管寄生虫疾患な
どを含む。これらの疾病に対する技術的な障害の
ほとんどは打開されてきたが、さらなる向上には、
疫学調査の改善、使役馬の所有者に対する教育お
よび政府レベルの支援が必要とされる。第二カテ
ゴリーは、病原性の理解や診断法や予防法などが
未だ不十分である疾患で、流行性リンパ管炎（仮性

皮疽）、ピロプラズマ病およびトリパノソーマ病な
どが挙げられる。第三カテゴリーは、感染性因子の
役割が十分に解明されていない症候性疾患であ
り、呼吸器、神経系および貧血症候群が含まれ、使
役馬群では広く認められている。
　使役馬の感染症への取り組みを複雑にしている
さまざまな課題は、「On Health」という規範に包括
される。（訳注：「One Health」とはヒト、動物および
環境は密接に関連しており、各分野の関係者がグ
ローバルな観点で緊密に協力し、ヒトと動物の健
康および環境保全を推進して行くという考え方） 
　ヒトも動物も、少し例を挙げただけでも水不足、
気候変動や環境汚染など、彼らを悩ましている感
染症の誘因となるさまざまな環境要因に直面して
いる。貧困の中にいるヒトや動物は、薬剤治療を受
けることに制限があり、またその薬剤治療の質も
疑わしく、不適切な使用によりしばしば抗菌薬耐
性などの問題が悪化する。私と同様に、ワクチンや
診断技術の進歩を追及してきた研究者にとって、
使役馬やロバの感染症の多大な影響への取組みに
おいて、政府および地方の両レベルでの教育や支
援がより重要であると理解することは不可欠であ
る。SPANA（Society for the Protection of Animals 
Abroad）、the BrookeやDonkey Sanctuaryなどのよ
うな大手慈善団体が、この地域で行っている先進
的な取り組みに学ぶことは有益である。彼らが運
営する病院が活動の中心である一方で、現在では
持続可能な地域能力の育成や教育の発展に力が注
がれている。

連絡先：
Dr. D. Paul Lunn
(919) 513-6210
dplunn@ncsu.edu
College of Veterinary Medicine
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina

アトピー性皮膚炎
　アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花
粉、厩舎の埃、カビなど）に対するアレルギー反応
と定義されており、ウマにおいては、おそらく報告

されているよりもより一般的に認められる。本症
は季節性か、あるいはカリフォルニア州のような
気候では通年認められる。最も一般的に見られる
3つの症状は、蕁麻疹、掻痒（かゆみ）を伴う蕁麻
疹、掻痒である。掻痒は、顔面および体幹に最も一
般的に認められる。季節性に兆候が認められる場
合は、花粉に対するアレルギー反応の可能性が最
も高く、兆候が通年認められる場合は、カビやある
いは厩舎の埃に対するアレルギー反応の可能性が
最も高い。アトピー性皮膚炎に続発する蕁麻疹の
場合、ウマによっては遺伝的な素因が原因となる
場合がある。
　アトピー性皮膚炎の診断は、臨床兆候および除
外診断（特にCulicoides属のヌカカに対するアレル
ギー）に基づいて行う。ウマによっては、皮膚の細
菌による二次感染（膿皮症）が認められることがあ
り、その特徴的な症状は、表皮の小さな環のような
円型の過度の鱗屑である。
　アレルゲンを同定するために皮内テスト
（Intradermal Test: IDT）あるいは血清アレルギー
検査を実施することがある。アレルゲンを同定す
ることで、減感作療法（アレルゲン注射あるいは最
近多く利用されている経口滴投与による）が可能
となる。アトピー性皮膚炎および再発性の蕁麻疹
を発症しているウマは通常、健康馬に比較してIDT
あるいは血清検査が陽性である確率が高くなる
が、（他の動物種と同様に）これらの検査結果のみ
に基づいて診断することはできない。いずれの検
査でも、病歴を考慮して解釈し、どのアレルゲンを
減感作療法に用いるのが有効かを判断し、その上
でオーナーは投与経路を選択するべきである。
　薬物療法には、コルチコステロイドが用いられ
ることがあり、なかでもプレドニゾロンあるいは
デキサメタゾンが最も一般的に使用されている。
ウマの経口投与では、プレドニゾロンはプレドニ
ゾンより良好に吸収されるようである。デキサメ
タゾンの注射液を経口投与することはできるが、
生物学的利用能は注射の60％～70％である。抗ヒ
スタミン剤が非常に効果的な場合もある。ヒドロ
キシジンパモ酸塩、セチリジンあるいはドキセピ
ン（抗ヒスタミン効果のある三環系抗うつ剤）など
が用いられる。抗ヒスタミン薬のほとんどは、ウマ

に眠気や興奮を引き起こすことが稀とされている
が、著者はこれらの薬物を投与されたウマの5％
未満ではあるが、これらの副作用を見ている。一般
的に使用されている抗ヒスタミン薬であるマレイ
ン酸ピリラミンは、ウマに経口投与した場合、生物
学的利用能が低いことが示されているが、単回投
与した後も最大一週間まで尿中から検出可能であ
り、投薬中止時期の判断が難しい。複数の臨床医
が、補助療法として必須脂肪酸製品を飼料に添加
することで改善がみられたことを報告している。
　アトピー性皮膚炎は減感作療法によってうまく
管理され、早ければ治療開始後2ヶ月で改善が見
られることがある。しかし、減感作療法の効果を完
全に評価するには、12ヶ月間は実施すべきであ
る。獣医師は、常に患畜の治療の進捗状態を観察
し、オーナーが一年間にわたる治療を続けること
を後押しするために、常に連絡を取るべきである。
他の家畜では、罹患動物のほとんどが一生涯注射
する必要があると考えられているが、ウマでは必
ずしも正しくない可能性があり、減感作療法を中
止し再発が見られなかった馬も少数ながらいる。
一般的に、アトピー罹患馬の約70％は減感作療法
で改善する（以下の囲み記事を参照のこと）。 

連絡先：
Dr. Stephen D. White
(530) 752-5908
sdwhite@ucdavis.edu
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, California

USEFの薬物と投薬ルール
　ウマのアトピー性皮膚炎の治療に最も一般
的に用いられる薬剤は、全米馬術連盟（USEF）
の「ウマの薬物および薬物療法に関する規則」
で使用が禁止されている。Dr. Stephen D. 
Whiteによると、これらの薬物には通常、抗ヒ
スタミン剤およびコルチコステロイドが含ま
れている。禁止薬物の使用制限に加えて、規則
では、適切な休薬期間と投薬記録作成に基づ
いた使用を認めている。治療を目的とした禁

止薬物の投与条件は、現時点で認められる疾
病や外傷の診断あるいは治療のために薬剤が
必要であること、および投与後少なくとも24
時間は競技から除外することである。さらに、
投与後1時間以内に競技主催者に提出し、競
技委員あるいは専門委員による確認が必要で
ある。投薬報告書は、ht tps : / /www .use f .  
org/_IFrames/Drugs/MedicationReportFo
rm/からオンライン提出することができる。
　コルチコステロイドの一つであるデキサメ
タゾンは、量的に制限されており、投薬報告書
の提出は必要とされていない。しかしながら、
競技時にウマの体内で過剰レベルに達するこ
とを避けるために、投与に関して守るべ
き 勧 告 が あ る 。こ れ ら の 勧 告 は 、
https://www.usef.org/documents/drugsMed
s/2015/drugsmedsguidelines15_web.pdfで
確認することができる。減感作療法によるア
トピーに対する治療は、投薬が競技の12時間
以上前であればUSEFのルールにおいて許可
されており、報告書を提出する必要もない。ウ
マに対する薬物および投薬規則に準拠した薬
物使用に関する詳細な情報は、以下のサイト
（https://www.usef.org/_IFrames/Drugs/Defa
ult.aspx）あるいは、（1 (800)633-2472）に電
話で確認することができる。
連絡先：
Dr. Stephen Schumacher, Chief
Administrator, USEF Equine Drugs and 
Medications Program

水胞性口炎発生の経済的影響について
　水胞性口炎は、多くの家畜種が罹患するウイル
ス性疾患であり、ウマおよびウシでもっともよく
見られる。本ウイルスは、主に口唇および舌、口あ
るいは鼻の周囲、乳房あるいは包皮沿い、または蹄
冠部に沿って水疱を形成する。やがてウイルスを
含有する小胞が破裂すると、糜爛や潰瘍を形成す
る。本疾患は、主にブユやサシチョウバエ、あるい
はヌカカなど吸血性のハエ目の昆虫によって媒介
される。本疾患に対する特異的治療法はなく、病変
部が良化するまで対症療法しかない。病変の発生

部位によって、個々のウマにおける影響は異なる。
口腔および舌に重度の病変が発生した場合、食餌
や飲水に影響が出るし、蹄冠部に沿って重度の病
変が発生した場合には、一時的に跛行が見られる
ことがある。水胞性口炎は米国において法定伝染
病に定められており、疾病の蔓延を防ぐために発
生施設は検疫下に置かれる。
　最近、アリゾナ州、ニューメキシコ州およびユタ
州に起きた水胞性口炎の発生が、2015年の流行の
始まりである。この発生は、アリゾナ州、コロラド
州、ネブラスカ州およびテキサス州の計435施設
（このうち408施設でウマが感染した）で確認され
た2014年の大流行に引き続いたものである。
2014年の流行は、2005年以降最悪で、馬産業の
様々な分野に経済的な影響を与えた。経済的損失
の正確な金額を算出することはできないが、コロ
ラド州では最も大きな被害が出て、17の郡で計
370施設が水胞性口炎の被害を受けた。
　まず個々の牧場レベルでは、オーナーは、最初に
罹患馬の診断や治療にかかる獣医師への支払いに
直面した。さらに、疾病伝播を阻止し新たな感染馬
を出さないように大規模なハエ対策が必要であっ
た。感染馬が治癒に要する期間は平均30日間ない
しそれ以上であり、そのことを考慮した長期の検
疫期間が更なる負担となり、もっとも大事な夏か
ら秋のショーシーズンに本来出るべきウマが出場
できなかった。大型の施設での検疫は、ウマのオー
ナー、厩舎管理者、獣医師および規制担当者にとっ
て管理が特に困難であった。他にも、感染が認めら
れた州でのウマのイベントも深刻な影響を受けて
いる。そのイベント施設自体が検疫対象でない場
合、ほとんどのイベントは中止されなかったが、移
動制限や、発生州に入った他州やカナダのウマは
帰還が困難なことから、発生州でのイベント出場
馬頭数が減少した。ついには、厳密な水胞性口炎の
検査条件を課す、あるいは特定の州からの輸入を
認めない仕向け国により米国馬の国際移動が妨げ
られた。
　2015年の水胞性口炎の流行が、2014年の規模
や範囲に匹敵するまでになるか否かは、現時点で
判断できないが、馬産業が本年も経済やその他い
くつかの影響に対応しなければならないことは確

実である。
　2015 年における水胞性口炎の流行に関する最
新情報については、APH I Sのウェブサイト：
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/に記載さ
れている発生状況報告を参照のこと。

連絡先：
Dr. Angela Pelzel-McCluskey
(970) 494-7391
Angela.M.Pelzel-McCluskey@aphis.usda.gov
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, Colorado

 馬ティザー病の最新情報：1993年1月から2015
年4月まで
　ティザー病は、1917年にマウスの疾病として報
告され、それ以来様々な家畜や野生動物種におい
て世界的に認められている。ティザー病は、細菌で
あるClostridium piliformeが原因で、若齢子馬では
致死率が非常に高い。本菌は、細胞内寄生性で主に
下部消化管に感染し、血行性あるいはリンパ行性
に他の内臓器に伝播する。
　子馬は、不顕性感染も認められるが、多くは急性
かつ致死的である。子馬は、通常、昏睡あるいは死
亡した状態で発見されるが、臨床症状として、沈
鬱、食欲不振、発熱、黄疸、下痢および横臥が見られ
る。感染子馬は、一般的に1～6週齢であるが、ほと
んどの場合は1～2週齢で発症する。本疾患の主要
臓器は肝臓で、壊死性肝炎を引き起こす。
　血清検査および糞便のPCR検査が生前検査に用
いられるが、臨床症状とあわせて推定的な臨床診
断を行うべきである。剖検後に、顕微鏡下での菌の
確認あるいはPCRによる菌の遺伝子検出により、
特徴的な肝臓病変と菌の関与を確認することによ

り確定診断がなされる。本疾患に対する有効な治
療法は未だになく、ワクチンもない。
　過去23年間に亘ってケンタッキー大学の獣医
診断研究所では、92例のティザー病を診断してき
た（図1）。本疾患は、雄子馬44例、 雌子馬36例およ
び性別不明の子馬12例で確認された。診断された
92例のうち、サラブレッド種が82例、テネシー
ウォーキングホースが3例、クォーターホースが1
例、スタンダードブレッド種が1例、ペイントホー
スが1例、モーガン種が1例、品種表記無しが3例
だった。サラブレッド種が多かったことは、臨床検
査室において通常認められる品種の割合と一致す
る。罹患子馬は、7～270日齢、平均26日齢であっ
た。15例が30日齢以上であった。92例中89例は、2
月から6月に死亡した。他の3例は、1月、7月および
10月に死亡した。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith
(859) 257-8283
jsmit8@uky.edu
University of Kentucky
Veterinary Diagnostic Laboratory
Lexington, Kentucky
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時事解説
　本稿の要点：雷鳴が聞こえたら、あなたもあなた
の馬も雷に打たれる危険がある。
　夏は、待ちに待った乗馬、さまざまなイベント、
遠乗の季節である。落雷は通年発生するが、夏は米
国で、落雷が最も発生する季節でもある。米国海洋
大気局（NOAA）によると、米国では毎年年間に
2,500万もの雷が発生している。
　落雷によるヒトの死亡事故は、多くの記録が残
されている。NOAAによると、米国では2006年か
ら2014年までの間に287人が落雷によって死亡
している。落雷によって死亡したウマの統計はと
られていない。しかしながら、2015年4月にケン
タッキー州中央部で発生した雷雨によって、一つ
の牧場でウマ3頭、別の牧場ではウシ2頭が落雷で
死亡したことが報告されている。
　多数が参加する遠乗会、ホースショー、競馬場、
ウマのせり会場…、このうちのどれだけに気象知
識を有し、突然の雷雨に対してイベントを中止す
る権限を持って、天候を監視している責任者がい
るだろうか？ 地方のホースショーから国際競走
に至るまで、ガイドラインが最新であり、かつ遵守
されていなくては役に立たない。
　時代遅れのガイドライン（しかし、未だに用いら
れている）のひとつとして、30/30ルールがある。
30/30ルールは、稲光を見てから30秒以内に雷鳴
を聞いた場合には、屋外イベントは中断し、天候が
回復して30分以上経過した後に再開するという
ものである。
　時間など気にしてはいけない。雷鳴を聞くか、稲
光を見たならば、落雷に打たれる可能性がある。屋
外に安全な場所などない！
　ウマのイベント主催者は、全米ゴルフ協会
（USGA）から学ぶべきことが多い。USGA国際選手
権、およびUSGAのガイドラインのもとで行われる

地域や地方の大会のほとんどでは、ゴルフコース
上に選手がいる間は、主催者が気象レーダーを監
視している。この監視員は、天候によって大会の続
行が脅かされる場合、大会中断の権限と責任を持
つ大会責任者と連絡を取り合う。
　大会の前に、総合的な避難計画が策定される。一
般的にこれらの計画では、ゴルフコース周辺にい
くつかの具体的な避難場所を指定する。これらは、
コースから選手が安全な場所もしくはクラブハウ
スへ移動することができる場所である。コース上
の競技員は、避難場所を必ず確認する必要があり、
また避難警報が出て、競技が中断される場合、選手
とそのキャディーを安全な場所に避難させる責任
がある。選手達は、これが標準の手順であることを
知っている。
　雷鳴の中で競技を続けるホースショーや、雷雨
の中で競走馬に跨るジョッキーが金属性のゲート
に入る競馬を、あなたは何度見かけたことがある
だろうか。我々は、全ての馬術イベントの主催者に
対して、科学的な、そしてヒトおよびウマの安全確
保に基づく、悪天候時における計画の策定、履行お
よび周知を要求する。これまでは、個人個人が気象
観測講習を受講したりNOAA気象ラジオを携帯し
たり、携帯電話用気象アプリを入手したり、また常
識的な判断を基にして、安全計画を立てる必要が
あった。雷雨の中で金属製の蹄鉄を履いたウマに
跨るなんて、ありえないことである。常に天候には
注意し、天候が悪化する前にヒトやウマに安全な
場所を確保することである！

連絡先：
Matt Dixon
(859) 218-4363
matt.dixon@uky.edu
Meteorologist ,  Biosystems & Agricultural  

Engineering;

Dr. Roberta Dwyer
(859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第1四半期*

　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　米国内において2014年から2015年にかけて発
生した水胞性口炎の最終報告は2015年の第1四半
期始めにあった。アリゾナ州南部の１施設におい
て2例発生し、いずれもウイルスの血清型は
ニュージャージー型だった。
　鼻疽がドイツで1例確認された。該当施設にお
けるその他のウマへの感染は認められなかった。
感染源は特定されていない。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンドおよび米国で発生した。デンマークでは、本疾
病の単発症例が認められた。フランスでは合計14
件発生し、主にサラブレッド種と温血種に認めら
れた。ドイツおよび米国では、腺疫は風土病となっ
ている。本疾病はドイツ全土に拡散していると考
えられている。米国では、少なくとも16州におい
て腺疫の発生が認められ、ケンタッキー州、メリー
ランド州およびサウスカロライナ州では複数の症
例が確認された。
　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3件発生し、イギリ
スでは15件発生した。米国において本疾病は風土
病であり、ケンタッキー州（2例）、ミシガン州（1
例）およびサウスダコタ州（1例）で発生が確認さ
れた。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、日本、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（5件）、アイ
ルランド（12例）、スイス（複数の施設で発生。数は
不明）、英国（異なる施設で3例）および米国（風土
病。数は不明）で確認された。EHV-1に起因する流
産が、フランス(8例。2例は1牧場。その他はそれぞ
れ別の牧場で発生)、ドイツ（5例）、日本（19施設で
計28例。生後直死8例を含む）および米国（5例）で
発生した。EHV-1による神経疾患がフランス（1
例）、ドイツ（2例）、スイス（複数の施設で数例）お
よび米国（2例）で発生した。EHV-4による呼吸器疾
患がフランス（15件）、ドイツ（1例）、スイス（複数
の施設で発生。数は特定できず。）およびイギリス
（異なる施設において4件）で確認された。イギリ
スでは、EHV-4による流産が1例発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で2例確
認された。
　呼吸器症状を伴うEHV-2感染症が米国で多数確
認された。何例かはEHV-5との混合感染だった。
　ウマ動脈炎ウイルス感染がドイツ（種牡馬1例）
およびスイス（1例）で確認された。カナダとドイ
ツで馬伝染性貧血が確認された。カナダでは西部
の2州における異なる施設で4例が確認された。ド
イツでは3件発生した。
　馬ピロプラズマ病は、フランスおよびUAEにお
いて風土病とされており、UAEでは非サラブレッ
ド種において単発症例が確認された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツの1施設の非サラブ
レッド種の種牡馬2例で報告された。
　レプトスピラ感染症が、フランス（ブドウ膜炎1
例）および米国（流産2例）で発生した。米国では、
ノカルジア性胎盤炎および流産が6例確認され
た。
　サルモネラ症がアイルランド（3例）、スイス（ネ
ズミチフス菌2例）および米国（C3群サルモネラ菌
8件）で発生した。
　米国においてクロストリジウム腸炎が報告さ
れ、複数の子馬のC. perfringens A型菌による単発
症例、C. difficileによる症例2例、そしてC. sordelliiに
よる症例1例だった。また、米国の2州で、サラブ
レッド種の子馬に増殖性腸症が確認された。
　ロタウイルス感染症がフランスで2件発生し
た。

　米国フロリダ州では、東部馬脳脊髄炎の死亡例
が１例確認された。
　ロドコッカス関連疾患が風土病として米国で発
生し、少なくとも22例が診断された。
　Corynebacterium pseudotuberculosis感染症が米
国で風土病として報告された。
　馬の非定型ミオパチーがアイルランドで3例報
告された。
 
貧困国における使役馬　―　感染症の影響について
　世界中においてウマとロバのほとんどは、貧困
者と共に生き、彼らのために働く。貧困者の生活に
これらの動物が与える影響は非常に大きく、広範
囲に及ぶ。使役馬は、増加している世界人口の「底
辺にいる10億人」の多くに対し、貧困を減らし、食
料の安全を確保し、また男女平等を促進する。
　これらの重要な役割にもかかわらず、これらの
動物はあまり重要視されていない。また、正確な頭
数も把握されていない。国連食糧農業機関は、世界
のウマの頭数を約1億1300万頭と推定している
が、調査データが曖昧なことから、その総数は過小
評価されていると考えられている。これらのウマ
やロバが人々に有益な影響を多く及ぼしているに
もかかわらず、彼らの健康が優先されることはほ
とんど無い。
　Equine Veterinary Journal（2015年1月）に掲載
された国際ハブマイアーワークショップの報告書
は、世界中の使役馬における感染症という重荷を
軽減するための戦略を解説している。その課題は
困難であり、必要とされる解決策は多岐にわたる。
克服し難い社会行動上および制度上の障壁がある
ため、新しい診断技術やワクチンなどの技術的な
解決策は、答えの一部に過ぎない。
　ワークショップは、疾病を三つのカテゴリーに
分けることを提案した。第一カテゴリーは、アフリ
カ馬疫、狂犬病、破傷風および消化管寄生虫疾患な
どを含む。これらの疾病に対する技術的な障害の
ほとんどは打開されてきたが、さらなる向上には、
疫学調査の改善、使役馬の所有者に対する教育お
よび政府レベルの支援が必要とされる。第二カテ
ゴリーは、病原性の理解や診断法や予防法などが
未だ不十分である疾患で、流行性リンパ管炎（仮性

皮疽）、ピロプラズマ病およびトリパノソーマ病な
どが挙げられる。第三カテゴリーは、感染性因子の
役割が十分に解明されていない症候性疾患であ
り、呼吸器、神経系および貧血症候群が含まれ、使
役馬群では広く認められている。
　使役馬の感染症への取り組みを複雑にしている
さまざまな課題は、「On Health」という規範に包括
される。（訳注：「One Health」とはヒト、動物および
環境は密接に関連しており、各分野の関係者がグ
ローバルな観点で緊密に協力し、ヒトと動物の健
康および環境保全を推進して行くという考え方） 
　ヒトも動物も、少し例を挙げただけでも水不足、
気候変動や環境汚染など、彼らを悩ましている感
染症の誘因となるさまざまな環境要因に直面して
いる。貧困の中にいるヒトや動物は、薬剤治療を受
けることに制限があり、またその薬剤治療の質も
疑わしく、不適切な使用によりしばしば抗菌薬耐
性などの問題が悪化する。私と同様に、ワクチンや
診断技術の進歩を追及してきた研究者にとって、
使役馬やロバの感染症の多大な影響への取組みに
おいて、政府および地方の両レベルでの教育や支
援がより重要であると理解することは不可欠であ
る。SPANA（Society for the Protection of Animals 
Abroad）、the BrookeやDonkey Sanctuaryなどのよ
うな大手慈善団体が、この地域で行っている先進
的な取り組みに学ぶことは有益である。彼らが運
営する病院が活動の中心である一方で、現在では
持続可能な地域能力の育成や教育の発展に力が注
がれている。

連絡先：
Dr. D. Paul Lunn
(919) 513-6210
dplunn@ncsu.edu
College of Veterinary Medicine
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina

アトピー性皮膚炎
　アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花
粉、厩舎の埃、カビなど）に対するアレルギー反応
と定義されており、ウマにおいては、おそらく報告

されているよりもより一般的に認められる。本症
は季節性か、あるいはカリフォルニア州のような
気候では通年認められる。最も一般的に見られる
3つの症状は、蕁麻疹、掻痒（かゆみ）を伴う蕁麻
疹、掻痒である。掻痒は、顔面および体幹に最も一
般的に認められる。季節性に兆候が認められる場
合は、花粉に対するアレルギー反応の可能性が最
も高く、兆候が通年認められる場合は、カビやある
いは厩舎の埃に対するアレルギー反応の可能性が
最も高い。アトピー性皮膚炎に続発する蕁麻疹の
場合、ウマによっては遺伝的な素因が原因となる
場合がある。
　アトピー性皮膚炎の診断は、臨床兆候および除
外診断（特にCulicoides属のヌカカに対するアレル
ギー）に基づいて行う。ウマによっては、皮膚の細
菌による二次感染（膿皮症）が認められることがあ
り、その特徴的な症状は、表皮の小さな環のような
円型の過度の鱗屑である。
　アレルゲンを同定するために皮内テスト
（Intradermal Test: IDT）あるいは血清アレルギー
検査を実施することがある。アレルゲンを同定す
ることで、減感作療法（アレルゲン注射あるいは最
近多く利用されている経口滴投与による）が可能
となる。アトピー性皮膚炎および再発性の蕁麻疹
を発症しているウマは通常、健康馬に比較してIDT
あるいは血清検査が陽性である確率が高くなる
が、（他の動物種と同様に）これらの検査結果のみ
に基づいて診断することはできない。いずれの検
査でも、病歴を考慮して解釈し、どのアレルゲンを
減感作療法に用いるのが有効かを判断し、その上
でオーナーは投与経路を選択するべきである。
　薬物療法には、コルチコステロイドが用いられ
ることがあり、なかでもプレドニゾロンあるいは
デキサメタゾンが最も一般的に使用されている。
ウマの経口投与では、プレドニゾロンはプレドニ
ゾンより良好に吸収されるようである。デキサメ
タゾンの注射液を経口投与することはできるが、
生物学的利用能は注射の60％～70％である。抗ヒ
スタミン剤が非常に効果的な場合もある。ヒドロ
キシジンパモ酸塩、セチリジンあるいはドキセピ
ン（抗ヒスタミン効果のある三環系抗うつ剤）など
が用いられる。抗ヒスタミン薬のほとんどは、ウマ

に眠気や興奮を引き起こすことが稀とされている
が、著者はこれらの薬物を投与されたウマの5％
未満ではあるが、これらの副作用を見ている。一般
的に使用されている抗ヒスタミン薬であるマレイ
ン酸ピリラミンは、ウマに経口投与した場合、生物
学的利用能が低いことが示されているが、単回投
与した後も最大一週間まで尿中から検出可能であ
り、投薬中止時期の判断が難しい。複数の臨床医
が、補助療法として必須脂肪酸製品を飼料に添加
することで改善がみられたことを報告している。
　アトピー性皮膚炎は減感作療法によってうまく
管理され、早ければ治療開始後2ヶ月で改善が見
られることがある。しかし、減感作療法の効果を完
全に評価するには、12ヶ月間は実施すべきであ
る。獣医師は、常に患畜の治療の進捗状態を観察
し、オーナーが一年間にわたる治療を続けること
を後押しするために、常に連絡を取るべきである。
他の家畜では、罹患動物のほとんどが一生涯注射
する必要があると考えられているが、ウマでは必
ずしも正しくない可能性があり、減感作療法を中
止し再発が見られなかった馬も少数ながらいる。
一般的に、アトピー罹患馬の約70％は減感作療法
で改善する（以下の囲み記事を参照のこと）。 

連絡先：
Dr. Stephen D. White
(530) 752-5908
sdwhite@ucdavis.edu
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, California

USEFの薬物と投薬ルール
　ウマのアトピー性皮膚炎の治療に最も一般
的に用いられる薬剤は、全米馬術連盟（USEF）
の「ウマの薬物および薬物療法に関する規則」
で使用が禁止されている。Dr. Stephen D. 
Whiteによると、これらの薬物には通常、抗ヒ
スタミン剤およびコルチコステロイドが含ま
れている。禁止薬物の使用制限に加えて、規則
では、適切な休薬期間と投薬記録作成に基づ
いた使用を認めている。治療を目的とした禁

止薬物の投与条件は、現時点で認められる疾
病や外傷の診断あるいは治療のために薬剤が
必要であること、および投与後少なくとも24
時間は競技から除外することである。さらに、
投与後1時間以内に競技主催者に提出し、競
技委員あるいは専門委員による確認が必要で
ある。投薬報告書は、ht tps : / /www .use f .  
org/_IFrames/Drugs/MedicationReportFo
rm/からオンライン提出することができる。
　コルチコステロイドの一つであるデキサメ
タゾンは、量的に制限されており、投薬報告書
の提出は必要とされていない。しかしながら、
競技時にウマの体内で過剰レベルに達するこ
とを避けるために、投与に関して守るべ
き 勧 告 が あ る 。こ れ ら の 勧 告 は 、
https://www.usef.org/documents/drugsMed
s/2015/drugsmedsguidelines15_web.pdfで
確認することができる。減感作療法によるア
トピーに対する治療は、投薬が競技の12時間
以上前であればUSEFのルールにおいて許可
されており、報告書を提出する必要もない。ウ
マに対する薬物および投薬規則に準拠した薬
物使用に関する詳細な情報は、以下のサイト
（https://www.usef.org/_IFrames/Drugs/Defa
ult.aspx）あるいは、（1 (800)633-2472）に電
話で確認することができる。
連絡先：
Dr. Stephen Schumacher, Chief
Administrator, USEF Equine Drugs and 
Medications Program

水胞性口炎発生の経済的影響について
　水胞性口炎は、多くの家畜種が罹患するウイル
ス性疾患であり、ウマおよびウシでもっともよく
見られる。本ウイルスは、主に口唇および舌、口あ
るいは鼻の周囲、乳房あるいは包皮沿い、または蹄
冠部に沿って水疱を形成する。やがてウイルスを
含有する小胞が破裂すると、糜爛や潰瘍を形成す
る。本疾患は、主にブユやサシチョウバエ、あるい
はヌカカなど吸血性のハエ目の昆虫によって媒介
される。本疾患に対する特異的治療法はなく、病変
部が良化するまで対症療法しかない。病変の発生

部位によって、個々のウマにおける影響は異なる。
口腔および舌に重度の病変が発生した場合、食餌
や飲水に影響が出るし、蹄冠部に沿って重度の病
変が発生した場合には、一時的に跛行が見られる
ことがある。水胞性口炎は米国において法定伝染
病に定められており、疾病の蔓延を防ぐために発
生施設は検疫下に置かれる。
　最近、アリゾナ州、ニューメキシコ州およびユタ
州に起きた水胞性口炎の発生が、2015年の流行の
始まりである。この発生は、アリゾナ州、コロラド
州、ネブラスカ州およびテキサス州の計435施設
（このうち408施設でウマが感染した）で確認され
た2014年の大流行に引き続いたものである。
2014年の流行は、2005年以降最悪で、馬産業の
様々な分野に経済的な影響を与えた。経済的損失
の正確な金額を算出することはできないが、コロ
ラド州では最も大きな被害が出て、17の郡で計
370施設が水胞性口炎の被害を受けた。
　まず個々の牧場レベルでは、オーナーは、最初に
罹患馬の診断や治療にかかる獣医師への支払いに
直面した。さらに、疾病伝播を阻止し新たな感染馬
を出さないように大規模なハエ対策が必要であっ
た。感染馬が治癒に要する期間は平均30日間ない
しそれ以上であり、そのことを考慮した長期の検
疫期間が更なる負担となり、もっとも大事な夏か
ら秋のショーシーズンに本来出るべきウマが出場
できなかった。大型の施設での検疫は、ウマのオー
ナー、厩舎管理者、獣医師および規制担当者にとっ
て管理が特に困難であった。他にも、感染が認めら
れた州でのウマのイベントも深刻な影響を受けて
いる。そのイベント施設自体が検疫対象でない場
合、ほとんどのイベントは中止されなかったが、移
動制限や、発生州に入った他州やカナダのウマは
帰還が困難なことから、発生州でのイベント出場
馬頭数が減少した。ついには、厳密な水胞性口炎の
検査条件を課す、あるいは特定の州からの輸入を
認めない仕向け国により米国馬の国際移動が妨げ
られた。
　2015年の水胞性口炎の流行が、2014年の規模
や範囲に匹敵するまでになるか否かは、現時点で
判断できないが、馬産業が本年も経済やその他い
くつかの影響に対応しなければならないことは確

実である。
　2015 年における水胞性口炎の流行に関する最
新情報については、APH I Sのウェブサイト：
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/に記載さ
れている発生状況報告を参照のこと。

連絡先：
Dr. Angela Pelzel-McCluskey
(970) 494-7391
Angela.M.Pelzel-McCluskey@aphis.usda.gov
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, Colorado

 馬ティザー病の最新情報：1993年1月から2015
年4月まで
　ティザー病は、1917年にマウスの疾病として報
告され、それ以来様々な家畜や野生動物種におい
て世界的に認められている。ティザー病は、細菌で
あるClostridium piliformeが原因で、若齢子馬では
致死率が非常に高い。本菌は、細胞内寄生性で主に
下部消化管に感染し、血行性あるいはリンパ行性
に他の内臓器に伝播する。
　子馬は、不顕性感染も認められるが、多くは急性
かつ致死的である。子馬は、通常、昏睡あるいは死
亡した状態で発見されるが、臨床症状として、沈
鬱、食欲不振、発熱、黄疸、下痢および横臥が見られ
る。感染子馬は、一般的に1～6週齢であるが、ほと
んどの場合は1～2週齢で発症する。本疾患の主要
臓器は肝臓で、壊死性肝炎を引き起こす。
　血清検査および糞便のPCR検査が生前検査に用
いられるが、臨床症状とあわせて推定的な臨床診
断を行うべきである。剖検後に、顕微鏡下での菌の
確認あるいはPCRによる菌の遺伝子検出により、
特徴的な肝臓病変と菌の関与を確認することによ

り確定診断がなされる。本疾患に対する有効な治
療法は未だになく、ワクチンもない。
　過去23年間に亘ってケンタッキー大学の獣医
診断研究所では、92例のティザー病を診断してき
た（図1）。本疾患は、雄子馬44例、 雌子馬36例およ
び性別不明の子馬12例で確認された。診断された
92例のうち、サラブレッド種が82例、テネシー
ウォーキングホースが3例、クォーターホースが1
例、スタンダードブレッド種が1例、ペイントホー
スが1例、モーガン種が1例、品種表記無しが3例
だった。サラブレッド種が多かったことは、臨床検
査室において通常認められる品種の割合と一致す
る。罹患子馬は、7～270日齢、平均26日齢であっ
た。15例が30日齢以上であった。92例中89例は、2
月から6月に死亡した。他の3例は、1月、7月および
10月に死亡した。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith
(859) 257-8283
jsmit8@uky.edu
University of Kentucky
Veterinary Diagnostic Laboratory
Lexington, Kentucky
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時事解説
　本稿の要点：雷鳴が聞こえたら、あなたもあなた
の馬も雷に打たれる危険がある。
　夏は、待ちに待った乗馬、さまざまなイベント、
遠乗の季節である。落雷は通年発生するが、夏は米
国で、落雷が最も発生する季節でもある。米国海洋
大気局（NOAA）によると、米国では毎年年間に
2,500万もの雷が発生している。
　落雷によるヒトの死亡事故は、多くの記録が残
されている。NOAAによると、米国では2006年か
ら2014年までの間に287人が落雷によって死亡
している。落雷によって死亡したウマの統計はと
られていない。しかしながら、2015年4月にケン
タッキー州中央部で発生した雷雨によって、一つ
の牧場でウマ3頭、別の牧場ではウシ2頭が落雷で
死亡したことが報告されている。
　多数が参加する遠乗会、ホースショー、競馬場、
ウマのせり会場…、このうちのどれだけに気象知
識を有し、突然の雷雨に対してイベントを中止す
る権限を持って、天候を監視している責任者がい
るだろうか？ 地方のホースショーから国際競走
に至るまで、ガイドラインが最新であり、かつ遵守
されていなくては役に立たない。
　時代遅れのガイドライン（しかし、未だに用いら
れている）のひとつとして、30/30ルールがある。
30/30ルールは、稲光を見てから30秒以内に雷鳴
を聞いた場合には、屋外イベントは中断し、天候が
回復して30分以上経過した後に再開するという
ものである。
　時間など気にしてはいけない。雷鳴を聞くか、稲
光を見たならば、落雷に打たれる可能性がある。屋
外に安全な場所などない！
　ウマのイベント主催者は、全米ゴルフ協会
（USGA）から学ぶべきことが多い。USGA国際選手
権、およびUSGAのガイドラインのもとで行われる

地域や地方の大会のほとんどでは、ゴルフコース
上に選手がいる間は、主催者が気象レーダーを監
視している。この監視員は、天候によって大会の続
行が脅かされる場合、大会中断の権限と責任を持
つ大会責任者と連絡を取り合う。
　大会の前に、総合的な避難計画が策定される。一
般的にこれらの計画では、ゴルフコース周辺にい
くつかの具体的な避難場所を指定する。これらは、
コースから選手が安全な場所もしくはクラブハウ
スへ移動することができる場所である。コース上
の競技員は、避難場所を必ず確認する必要があり、
また避難警報が出て、競技が中断される場合、選手
とそのキャディーを安全な場所に避難させる責任
がある。選手達は、これが標準の手順であることを
知っている。
　雷鳴の中で競技を続けるホースショーや、雷雨
の中で競走馬に跨るジョッキーが金属性のゲート
に入る競馬を、あなたは何度見かけたことがある
だろうか。我々は、全ての馬術イベントの主催者に
対して、科学的な、そしてヒトおよびウマの安全確
保に基づく、悪天候時における計画の策定、履行お
よび周知を要求する。これまでは、個人個人が気象
観測講習を受講したりNOAA気象ラジオを携帯し
たり、携帯電話用気象アプリを入手したり、また常
識的な判断を基にして、安全計画を立てる必要が
あった。雷雨の中で金属製の蹄鉄を履いたウマに
跨るなんて、ありえないことである。常に天候には
注意し、天候が悪化する前にヒトやウマに安全な
場所を確保することである！

連絡先：
Matt Dixon
(859) 218-4363
matt.dixon@uky.edu
Meteorologist ,  Biosystems & Agricultural  

Engineering;

Dr. Roberta Dwyer
(859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第1四半期*

　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　米国内において2014年から2015年にかけて発
生した水胞性口炎の最終報告は2015年の第1四半
期始めにあった。アリゾナ州南部の１施設におい
て2例発生し、いずれもウイルスの血清型は
ニュージャージー型だった。
　鼻疽がドイツで1例確認された。該当施設にお
けるその他のウマへの感染は認められなかった。
感染源は特定されていない。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンドおよび米国で発生した。デンマークでは、本疾
病の単発症例が認められた。フランスでは合計14
件発生し、主にサラブレッド種と温血種に認めら
れた。ドイツおよび米国では、腺疫は風土病となっ
ている。本疾病はドイツ全土に拡散していると考
えられている。米国では、少なくとも16州におい
て腺疫の発生が認められ、ケンタッキー州、メリー
ランド州およびサウスカロライナ州では複数の症
例が確認された。
　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3件発生し、イギリ
スでは15件発生した。米国において本疾病は風土
病であり、ケンタッキー州（2例）、ミシガン州（1
例）およびサウスダコタ州（1例）で発生が確認さ
れた。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、日本、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（5件）、アイ
ルランド（12例）、スイス（複数の施設で発生。数は
不明）、英国（異なる施設で3例）および米国（風土
病。数は不明）で確認された。EHV-1に起因する流
産が、フランス(8例。2例は1牧場。その他はそれぞ
れ別の牧場で発生)、ドイツ（5例）、日本（19施設で
計28例。生後直死8例を含む）および米国（5例）で
発生した。EHV-1による神経疾患がフランス（1
例）、ドイツ（2例）、スイス（複数の施設で数例）お
よび米国（2例）で発生した。EHV-4による呼吸器疾
患がフランス（15件）、ドイツ（1例）、スイス（複数
の施設で発生。数は特定できず。）およびイギリス
（異なる施設において4件）で確認された。イギリ
スでは、EHV-4による流産が1例発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で2例確
認された。
　呼吸器症状を伴うEHV-2感染症が米国で多数確
認された。何例かはEHV-5との混合感染だった。
　ウマ動脈炎ウイルス感染がドイツ（種牡馬1例）
およびスイス（1例）で確認された。カナダとドイ
ツで馬伝染性貧血が確認された。カナダでは西部
の2州における異なる施設で4例が確認された。ド
イツでは3件発生した。
　馬ピロプラズマ病は、フランスおよびUAEにお
いて風土病とされており、UAEでは非サラブレッ
ド種において単発症例が確認された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツの1施設の非サラブ
レッド種の種牡馬2例で報告された。
　レプトスピラ感染症が、フランス（ブドウ膜炎1
例）および米国（流産2例）で発生した。米国では、
ノカルジア性胎盤炎および流産が6例確認され
た。
　サルモネラ症がアイルランド（3例）、スイス（ネ
ズミチフス菌2例）および米国（C3群サルモネラ菌
8件）で発生した。
　米国においてクロストリジウム腸炎が報告さ
れ、複数の子馬のC. perfringens A型菌による単発
症例、C. difficileによる症例2例、そしてC. sordelliiに
よる症例1例だった。また、米国の2州で、サラブ
レッド種の子馬に増殖性腸症が確認された。
　ロタウイルス感染症がフランスで2件発生し
た。

　米国フロリダ州では、東部馬脳脊髄炎の死亡例
が１例確認された。
　ロドコッカス関連疾患が風土病として米国で発
生し、少なくとも22例が診断された。
　Corynebacterium pseudotuberculosis感染症が米
国で風土病として報告された。
　馬の非定型ミオパチーがアイルランドで3例報
告された。
 
貧困国における使役馬　―　感染症の影響について
　世界中においてウマとロバのほとんどは、貧困
者と共に生き、彼らのために働く。貧困者の生活に
これらの動物が与える影響は非常に大きく、広範
囲に及ぶ。使役馬は、増加している世界人口の「底
辺にいる10億人」の多くに対し、貧困を減らし、食
料の安全を確保し、また男女平等を促進する。
　これらの重要な役割にもかかわらず、これらの
動物はあまり重要視されていない。また、正確な頭
数も把握されていない。国連食糧農業機関は、世界
のウマの頭数を約1億1300万頭と推定している
が、調査データが曖昧なことから、その総数は過小
評価されていると考えられている。これらのウマ
やロバが人々に有益な影響を多く及ぼしているに
もかかわらず、彼らの健康が優先されることはほ
とんど無い。
　Equine Veterinary Journal（2015年1月）に掲載
された国際ハブマイアーワークショップの報告書
は、世界中の使役馬における感染症という重荷を
軽減するための戦略を解説している。その課題は
困難であり、必要とされる解決策は多岐にわたる。
克服し難い社会行動上および制度上の障壁がある
ため、新しい診断技術やワクチンなどの技術的な
解決策は、答えの一部に過ぎない。
　ワークショップは、疾病を三つのカテゴリーに
分けることを提案した。第一カテゴリーは、アフリ
カ馬疫、狂犬病、破傷風および消化管寄生虫疾患な
どを含む。これらの疾病に対する技術的な障害の
ほとんどは打開されてきたが、さらなる向上には、
疫学調査の改善、使役馬の所有者に対する教育お
よび政府レベルの支援が必要とされる。第二カテ
ゴリーは、病原性の理解や診断法や予防法などが
未だ不十分である疾患で、流行性リンパ管炎（仮性

皮疽）、ピロプラズマ病およびトリパノソーマ病な
どが挙げられる。第三カテゴリーは、感染性因子の
役割が十分に解明されていない症候性疾患であ
り、呼吸器、神経系および貧血症候群が含まれ、使
役馬群では広く認められている。
　使役馬の感染症への取り組みを複雑にしている
さまざまな課題は、「On Health」という規範に包括
される。（訳注：「One Health」とはヒト、動物および
環境は密接に関連しており、各分野の関係者がグ
ローバルな観点で緊密に協力し、ヒトと動物の健
康および環境保全を推進して行くという考え方） 
　ヒトも動物も、少し例を挙げただけでも水不足、
気候変動や環境汚染など、彼らを悩ましている感
染症の誘因となるさまざまな環境要因に直面して
いる。貧困の中にいるヒトや動物は、薬剤治療を受
けることに制限があり、またその薬剤治療の質も
疑わしく、不適切な使用によりしばしば抗菌薬耐
性などの問題が悪化する。私と同様に、ワクチンや
診断技術の進歩を追及してきた研究者にとって、
使役馬やロバの感染症の多大な影響への取組みに
おいて、政府および地方の両レベルでの教育や支
援がより重要であると理解することは不可欠であ
る。SPANA（Society for the Protection of Animals 
Abroad）、the BrookeやDonkey Sanctuaryなどのよ
うな大手慈善団体が、この地域で行っている先進
的な取り組みに学ぶことは有益である。彼らが運
営する病院が活動の中心である一方で、現在では
持続可能な地域能力の育成や教育の発展に力が注
がれている。

連絡先：
Dr. D. Paul Lunn
(919) 513-6210
dplunn@ncsu.edu
College of Veterinary Medicine
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina

アトピー性皮膚炎
　アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花
粉、厩舎の埃、カビなど）に対するアレルギー反応
と定義されており、ウマにおいては、おそらく報告

されているよりもより一般的に認められる。本症
は季節性か、あるいはカリフォルニア州のような
気候では通年認められる。最も一般的に見られる
3つの症状は、蕁麻疹、掻痒（かゆみ）を伴う蕁麻
疹、掻痒である。掻痒は、顔面および体幹に最も一
般的に認められる。季節性に兆候が認められる場
合は、花粉に対するアレルギー反応の可能性が最
も高く、兆候が通年認められる場合は、カビやある
いは厩舎の埃に対するアレルギー反応の可能性が
最も高い。アトピー性皮膚炎に続発する蕁麻疹の
場合、ウマによっては遺伝的な素因が原因となる
場合がある。
　アトピー性皮膚炎の診断は、臨床兆候および除
外診断（特にCulicoides属のヌカカに対するアレル
ギー）に基づいて行う。ウマによっては、皮膚の細
菌による二次感染（膿皮症）が認められることがあ
り、その特徴的な症状は、表皮の小さな環のような
円型の過度の鱗屑である。
　アレルゲンを同定するために皮内テスト
（Intradermal Test: IDT）あるいは血清アレルギー
検査を実施することがある。アレルゲンを同定す
ることで、減感作療法（アレルゲン注射あるいは最
近多く利用されている経口滴投与による）が可能
となる。アトピー性皮膚炎および再発性の蕁麻疹
を発症しているウマは通常、健康馬に比較してIDT
あるいは血清検査が陽性である確率が高くなる
が、（他の動物種と同様に）これらの検査結果のみ
に基づいて診断することはできない。いずれの検
査でも、病歴を考慮して解釈し、どのアレルゲンを
減感作療法に用いるのが有効かを判断し、その上
でオーナーは投与経路を選択するべきである。
　薬物療法には、コルチコステロイドが用いられ
ることがあり、なかでもプレドニゾロンあるいは
デキサメタゾンが最も一般的に使用されている。
ウマの経口投与では、プレドニゾロンはプレドニ
ゾンより良好に吸収されるようである。デキサメ
タゾンの注射液を経口投与することはできるが、
生物学的利用能は注射の60％～70％である。抗ヒ
スタミン剤が非常に効果的な場合もある。ヒドロ
キシジンパモ酸塩、セチリジンあるいはドキセピ
ン（抗ヒスタミン効果のある三環系抗うつ剤）など
が用いられる。抗ヒスタミン薬のほとんどは、ウマ

に眠気や興奮を引き起こすことが稀とされている
が、著者はこれらの薬物を投与されたウマの5％
未満ではあるが、これらの副作用を見ている。一般
的に使用されている抗ヒスタミン薬であるマレイ
ン酸ピリラミンは、ウマに経口投与した場合、生物
学的利用能が低いことが示されているが、単回投
与した後も最大一週間まで尿中から検出可能であ
り、投薬中止時期の判断が難しい。複数の臨床医
が、補助療法として必須脂肪酸製品を飼料に添加
することで改善がみられたことを報告している。
　アトピー性皮膚炎は減感作療法によってうまく
管理され、早ければ治療開始後2ヶ月で改善が見
られることがある。しかし、減感作療法の効果を完
全に評価するには、12ヶ月間は実施すべきであ
る。獣医師は、常に患畜の治療の進捗状態を観察
し、オーナーが一年間にわたる治療を続けること
を後押しするために、常に連絡を取るべきである。
他の家畜では、罹患動物のほとんどが一生涯注射
する必要があると考えられているが、ウマでは必
ずしも正しくない可能性があり、減感作療法を中
止し再発が見られなかった馬も少数ながらいる。
一般的に、アトピー罹患馬の約70％は減感作療法
で改善する（以下の囲み記事を参照のこと）。 

連絡先：
Dr. Stephen D. White
(530) 752-5908
sdwhite@ucdavis.edu
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, California

USEFの薬物と投薬ルール
　ウマのアトピー性皮膚炎の治療に最も一般
的に用いられる薬剤は、全米馬術連盟（USEF）
の「ウマの薬物および薬物療法に関する規則」
で使用が禁止されている。Dr. Stephen D. 
Whiteによると、これらの薬物には通常、抗ヒ
スタミン剤およびコルチコステロイドが含ま
れている。禁止薬物の使用制限に加えて、規則
では、適切な休薬期間と投薬記録作成に基づ
いた使用を認めている。治療を目的とした禁

止薬物の投与条件は、現時点で認められる疾
病や外傷の診断あるいは治療のために薬剤が
必要であること、および投与後少なくとも24
時間は競技から除外することである。さらに、
投与後1時間以内に競技主催者に提出し、競
技委員あるいは専門委員による確認が必要で
ある。投薬報告書は、ht tps : / /www .use f .  
org/_IFrames/Drugs/MedicationReportFo
rm/からオンライン提出することができる。
　コルチコステロイドの一つであるデキサメ
タゾンは、量的に制限されており、投薬報告書
の提出は必要とされていない。しかしながら、
競技時にウマの体内で過剰レベルに達するこ
とを避けるために、投与に関して守るべ
き 勧 告 が あ る 。こ れ ら の 勧 告 は 、
https://www.usef.org/documents/drugsMed
s/2015/drugsmedsguidelines15_web.pdfで
確認することができる。減感作療法によるア
トピーに対する治療は、投薬が競技の12時間
以上前であればUSEFのルールにおいて許可
されており、報告書を提出する必要もない。ウ
マに対する薬物および投薬規則に準拠した薬
物使用に関する詳細な情報は、以下のサイト
（https://www.usef.org/_IFrames/Drugs/Defa
ult.aspx）あるいは、（1 (800)633-2472）に電
話で確認することができる。
連絡先：
Dr. Stephen Schumacher, Chief
Administrator, USEF Equine Drugs and 
Medications Program

水胞性口炎発生の経済的影響について
　水胞性口炎は、多くの家畜種が罹患するウイル
ス性疾患であり、ウマおよびウシでもっともよく
見られる。本ウイルスは、主に口唇および舌、口あ
るいは鼻の周囲、乳房あるいは包皮沿い、または蹄
冠部に沿って水疱を形成する。やがてウイルスを
含有する小胞が破裂すると、糜爛や潰瘍を形成す
る。本疾患は、主にブユやサシチョウバエ、あるい
はヌカカなど吸血性のハエ目の昆虫によって媒介
される。本疾患に対する特異的治療法はなく、病変
部が良化するまで対症療法しかない。病変の発生

部位によって、個々のウマにおける影響は異なる。
口腔および舌に重度の病変が発生した場合、食餌
や飲水に影響が出るし、蹄冠部に沿って重度の病
変が発生した場合には、一時的に跛行が見られる
ことがある。水胞性口炎は米国において法定伝染
病に定められており、疾病の蔓延を防ぐために発
生施設は検疫下に置かれる。
　最近、アリゾナ州、ニューメキシコ州およびユタ
州に起きた水胞性口炎の発生が、2015年の流行の
始まりである。この発生は、アリゾナ州、コロラド
州、ネブラスカ州およびテキサス州の計435施設
（このうち408施設でウマが感染した）で確認され
た2014年の大流行に引き続いたものである。
2014年の流行は、2005年以降最悪で、馬産業の
様々な分野に経済的な影響を与えた。経済的損失
の正確な金額を算出することはできないが、コロ
ラド州では最も大きな被害が出て、17の郡で計
370施設が水胞性口炎の被害を受けた。
　まず個々の牧場レベルでは、オーナーは、最初に
罹患馬の診断や治療にかかる獣医師への支払いに
直面した。さらに、疾病伝播を阻止し新たな感染馬
を出さないように大規模なハエ対策が必要であっ
た。感染馬が治癒に要する期間は平均30日間ない
しそれ以上であり、そのことを考慮した長期の検
疫期間が更なる負担となり、もっとも大事な夏か
ら秋のショーシーズンに本来出るべきウマが出場
できなかった。大型の施設での検疫は、ウマのオー
ナー、厩舎管理者、獣医師および規制担当者にとっ
て管理が特に困難であった。他にも、感染が認めら
れた州でのウマのイベントも深刻な影響を受けて
いる。そのイベント施設自体が検疫対象でない場
合、ほとんどのイベントは中止されなかったが、移
動制限や、発生州に入った他州やカナダのウマは
帰還が困難なことから、発生州でのイベント出場
馬頭数が減少した。ついには、厳密な水胞性口炎の
検査条件を課す、あるいは特定の州からの輸入を
認めない仕向け国により米国馬の国際移動が妨げ
られた。
　2015年の水胞性口炎の流行が、2014年の規模
や範囲に匹敵するまでになるか否かは、現時点で
判断できないが、馬産業が本年も経済やその他い
くつかの影響に対応しなければならないことは確

実である。
　2015 年における水胞性口炎の流行に関する最
新情報については、APH I Sのウェブサイト：
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/に記載さ
れている発生状況報告を参照のこと。

連絡先：
Dr. Angela Pelzel-McCluskey
(970) 494-7391
Angela.M.Pelzel-McCluskey@aphis.usda.gov
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, Colorado

 馬ティザー病の最新情報：1993年1月から2015
年4月まで
　ティザー病は、1917年にマウスの疾病として報
告され、それ以来様々な家畜や野生動物種におい
て世界的に認められている。ティザー病は、細菌で
あるClostridium piliformeが原因で、若齢子馬では
致死率が非常に高い。本菌は、細胞内寄生性で主に
下部消化管に感染し、血行性あるいはリンパ行性
に他の内臓器に伝播する。
　子馬は、不顕性感染も認められるが、多くは急性
かつ致死的である。子馬は、通常、昏睡あるいは死
亡した状態で発見されるが、臨床症状として、沈
鬱、食欲不振、発熱、黄疸、下痢および横臥が見られ
る。感染子馬は、一般的に1～6週齢であるが、ほと
んどの場合は1～2週齢で発症する。本疾患の主要
臓器は肝臓で、壊死性肝炎を引き起こす。
　血清検査および糞便のPCR検査が生前検査に用
いられるが、臨床症状とあわせて推定的な臨床診
断を行うべきである。剖検後に、顕微鏡下での菌の
確認あるいはPCRによる菌の遺伝子検出により、
特徴的な肝臓病変と菌の関与を確認することによ

り確定診断がなされる。本疾患に対する有効な治
療法は未だになく、ワクチンもない。
　過去23年間に亘ってケンタッキー大学の獣医
診断研究所では、92例のティザー病を診断してき
た（図1）。本疾患は、雄子馬44例、 雌子馬36例およ
び性別不明の子馬12例で確認された。診断された
92例のうち、サラブレッド種が82例、テネシー
ウォーキングホースが3例、クォーターホースが1
例、スタンダードブレッド種が1例、ペイントホー
スが1例、モーガン種が1例、品種表記無しが3例
だった。サラブレッド種が多かったことは、臨床検
査室において通常認められる品種の割合と一致す
る。罹患子馬は、7～270日齢、平均26日齢であっ
た。15例が30日齢以上であった。92例中89例は、2
月から6月に死亡した。他の3例は、1月、7月および
10月に死亡した。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith
(859) 257-8283
jsmit8@uky.edu
University of Kentucky
Veterinary Diagnostic Laboratory
Lexington, Kentucky
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時事解説
　本稿の要点：雷鳴が聞こえたら、あなたもあなた
の馬も雷に打たれる危険がある。
　夏は、待ちに待った乗馬、さまざまなイベント、
遠乗の季節である。落雷は通年発生するが、夏は米
国で、落雷が最も発生する季節でもある。米国海洋
大気局（NOAA）によると、米国では毎年年間に
2,500万もの雷が発生している。
　落雷によるヒトの死亡事故は、多くの記録が残
されている。NOAAによると、米国では2006年か
ら2014年までの間に287人が落雷によって死亡
している。落雷によって死亡したウマの統計はと
られていない。しかしながら、2015年4月にケン
タッキー州中央部で発生した雷雨によって、一つ
の牧場でウマ3頭、別の牧場ではウシ2頭が落雷で
死亡したことが報告されている。
　多数が参加する遠乗会、ホースショー、競馬場、
ウマのせり会場…、このうちのどれだけに気象知
識を有し、突然の雷雨に対してイベントを中止す
る権限を持って、天候を監視している責任者がい
るだろうか？ 地方のホースショーから国際競走
に至るまで、ガイドラインが最新であり、かつ遵守
されていなくては役に立たない。
　時代遅れのガイドライン（しかし、未だに用いら
れている）のひとつとして、30/30ルールがある。
30/30ルールは、稲光を見てから30秒以内に雷鳴
を聞いた場合には、屋外イベントは中断し、天候が
回復して30分以上経過した後に再開するという
ものである。
　時間など気にしてはいけない。雷鳴を聞くか、稲
光を見たならば、落雷に打たれる可能性がある。屋
外に安全な場所などない！
　ウマのイベント主催者は、全米ゴルフ協会
（USGA）から学ぶべきことが多い。USGA国際選手
権、およびUSGAのガイドラインのもとで行われる

地域や地方の大会のほとんどでは、ゴルフコース
上に選手がいる間は、主催者が気象レーダーを監
視している。この監視員は、天候によって大会の続
行が脅かされる場合、大会中断の権限と責任を持
つ大会責任者と連絡を取り合う。
　大会の前に、総合的な避難計画が策定される。一
般的にこれらの計画では、ゴルフコース周辺にい
くつかの具体的な避難場所を指定する。これらは、
コースから選手が安全な場所もしくはクラブハウ
スへ移動することができる場所である。コース上
の競技員は、避難場所を必ず確認する必要があり、
また避難警報が出て、競技が中断される場合、選手
とそのキャディーを安全な場所に避難させる責任
がある。選手達は、これが標準の手順であることを
知っている。
　雷鳴の中で競技を続けるホースショーや、雷雨
の中で競走馬に跨るジョッキーが金属性のゲート
に入る競馬を、あなたは何度見かけたことがある
だろうか。我々は、全ての馬術イベントの主催者に
対して、科学的な、そしてヒトおよびウマの安全確
保に基づく、悪天候時における計画の策定、履行お
よび周知を要求する。これまでは、個人個人が気象
観測講習を受講したりNOAA気象ラジオを携帯し
たり、携帯電話用気象アプリを入手したり、また常
識的な判断を基にして、安全計画を立てる必要が
あった。雷雨の中で金属製の蹄鉄を履いたウマに
跨るなんて、ありえないことである。常に天候には
注意し、天候が悪化する前にヒトやウマに安全な
場所を確保することである！

連絡先：
Matt Dixon
(859) 218-4363
matt.dixon@uky.edu
Meteorologist ,  Biosystems & Agricultural  

Engineering;

Dr. Roberta Dwyer
(859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第1四半期*

　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　米国内において2014年から2015年にかけて発
生した水胞性口炎の最終報告は2015年の第1四半
期始めにあった。アリゾナ州南部の１施設におい
て2例発生し、いずれもウイルスの血清型は
ニュージャージー型だった。
　鼻疽がドイツで1例確認された。該当施設にお
けるその他のウマへの感染は認められなかった。
感染源は特定されていない。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンドおよび米国で発生した。デンマークでは、本疾
病の単発症例が認められた。フランスでは合計14
件発生し、主にサラブレッド種と温血種に認めら
れた。ドイツおよび米国では、腺疫は風土病となっ
ている。本疾病はドイツ全土に拡散していると考
えられている。米国では、少なくとも16州におい
て腺疫の発生が認められ、ケンタッキー州、メリー
ランド州およびサウスカロライナ州では複数の症
例が確認された。
　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3件発生し、イギリ
スでは15件発生した。米国において本疾病は風土
病であり、ケンタッキー州（2例）、ミシガン州（1
例）およびサウスダコタ州（1例）で発生が確認さ
れた。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、日本、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（5件）、アイ
ルランド（12例）、スイス（複数の施設で発生。数は
不明）、英国（異なる施設で3例）および米国（風土
病。数は不明）で確認された。EHV-1に起因する流
産が、フランス(8例。2例は1牧場。その他はそれぞ
れ別の牧場で発生)、ドイツ（5例）、日本（19施設で
計28例。生後直死8例を含む）および米国（5例）で
発生した。EHV-1による神経疾患がフランス（1
例）、ドイツ（2例）、スイス（複数の施設で数例）お
よび米国（2例）で発生した。EHV-4による呼吸器疾
患がフランス（15件）、ドイツ（1例）、スイス（複数
の施設で発生。数は特定できず。）およびイギリス
（異なる施設において4件）で確認された。イギリ
スでは、EHV-4による流産が1例発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で2例確
認された。
　呼吸器症状を伴うEHV-2感染症が米国で多数確
認された。何例かはEHV-5との混合感染だった。
　ウマ動脈炎ウイルス感染がドイツ（種牡馬1例）
およびスイス（1例）で確認された。カナダとドイ
ツで馬伝染性貧血が確認された。カナダでは西部
の2州における異なる施設で4例が確認された。ド
イツでは3件発生した。
　馬ピロプラズマ病は、フランスおよびUAEにお
いて風土病とされており、UAEでは非サラブレッ
ド種において単発症例が確認された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツの1施設の非サラブ
レッド種の種牡馬2例で報告された。
　レプトスピラ感染症が、フランス（ブドウ膜炎1
例）および米国（流産2例）で発生した。米国では、
ノカルジア性胎盤炎および流産が6例確認され
た。
　サルモネラ症がアイルランド（3例）、スイス（ネ
ズミチフス菌2例）および米国（C3群サルモネラ菌
8件）で発生した。
　米国においてクロストリジウム腸炎が報告さ
れ、複数の子馬のC. perfringens A型菌による単発
症例、C. difficileによる症例2例、そしてC. sordelliiに
よる症例1例だった。また、米国の2州で、サラブ
レッド種の子馬に増殖性腸症が確認された。
　ロタウイルス感染症がフランスで2件発生し
た。

　米国フロリダ州では、東部馬脳脊髄炎の死亡例
が１例確認された。
　ロドコッカス関連疾患が風土病として米国で発
生し、少なくとも22例が診断された。
　Corynebacterium pseudotuberculosis感染症が米
国で風土病として報告された。
　馬の非定型ミオパチーがアイルランドで3例報
告された。
 
貧困国における使役馬　―　感染症の影響について
　世界中においてウマとロバのほとんどは、貧困
者と共に生き、彼らのために働く。貧困者の生活に
これらの動物が与える影響は非常に大きく、広範
囲に及ぶ。使役馬は、増加している世界人口の「底
辺にいる10億人」の多くに対し、貧困を減らし、食
料の安全を確保し、また男女平等を促進する。
　これらの重要な役割にもかかわらず、これらの
動物はあまり重要視されていない。また、正確な頭
数も把握されていない。国連食糧農業機関は、世界
のウマの頭数を約1億1300万頭と推定している
が、調査データが曖昧なことから、その総数は過小
評価されていると考えられている。これらのウマ
やロバが人々に有益な影響を多く及ぼしているに
もかかわらず、彼らの健康が優先されることはほ
とんど無い。
　Equine Veterinary Journal（2015年1月）に掲載
された国際ハブマイアーワークショップの報告書
は、世界中の使役馬における感染症という重荷を
軽減するための戦略を解説している。その課題は
困難であり、必要とされる解決策は多岐にわたる。
克服し難い社会行動上および制度上の障壁がある
ため、新しい診断技術やワクチンなどの技術的な
解決策は、答えの一部に過ぎない。
　ワークショップは、疾病を三つのカテゴリーに
分けることを提案した。第一カテゴリーは、アフリ
カ馬疫、狂犬病、破傷風および消化管寄生虫疾患な
どを含む。これらの疾病に対する技術的な障害の
ほとんどは打開されてきたが、さらなる向上には、
疫学調査の改善、使役馬の所有者に対する教育お
よび政府レベルの支援が必要とされる。第二カテ
ゴリーは、病原性の理解や診断法や予防法などが
未だ不十分である疾患で、流行性リンパ管炎（仮性

皮疽）、ピロプラズマ病およびトリパノソーマ病な
どが挙げられる。第三カテゴリーは、感染性因子の
役割が十分に解明されていない症候性疾患であ
り、呼吸器、神経系および貧血症候群が含まれ、使
役馬群では広く認められている。
　使役馬の感染症への取り組みを複雑にしている
さまざまな課題は、「On Health」という規範に包括
される。（訳注：「One Health」とはヒト、動物および
環境は密接に関連しており、各分野の関係者がグ
ローバルな観点で緊密に協力し、ヒトと動物の健
康および環境保全を推進して行くという考え方） 
　ヒトも動物も、少し例を挙げただけでも水不足、
気候変動や環境汚染など、彼らを悩ましている感
染症の誘因となるさまざまな環境要因に直面して
いる。貧困の中にいるヒトや動物は、薬剤治療を受
けることに制限があり、またその薬剤治療の質も
疑わしく、不適切な使用によりしばしば抗菌薬耐
性などの問題が悪化する。私と同様に、ワクチンや
診断技術の進歩を追及してきた研究者にとって、
使役馬やロバの感染症の多大な影響への取組みに
おいて、政府および地方の両レベルでの教育や支
援がより重要であると理解することは不可欠であ
る。SPANA（Society for the Protection of Animals 
Abroad）、the BrookeやDonkey Sanctuaryなどのよ
うな大手慈善団体が、この地域で行っている先進
的な取り組みに学ぶことは有益である。彼らが運
営する病院が活動の中心である一方で、現在では
持続可能な地域能力の育成や教育の発展に力が注
がれている。

連絡先：
Dr. D. Paul Lunn
(919) 513-6210
dplunn@ncsu.edu
College of Veterinary Medicine
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina

アトピー性皮膚炎
　アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花
粉、厩舎の埃、カビなど）に対するアレルギー反応
と定義されており、ウマにおいては、おそらく報告

されているよりもより一般的に認められる。本症
は季節性か、あるいはカリフォルニア州のような
気候では通年認められる。最も一般的に見られる
3つの症状は、蕁麻疹、掻痒（かゆみ）を伴う蕁麻
疹、掻痒である。掻痒は、顔面および体幹に最も一
般的に認められる。季節性に兆候が認められる場
合は、花粉に対するアレルギー反応の可能性が最
も高く、兆候が通年認められる場合は、カビやある
いは厩舎の埃に対するアレルギー反応の可能性が
最も高い。アトピー性皮膚炎に続発する蕁麻疹の
場合、ウマによっては遺伝的な素因が原因となる
場合がある。
　アトピー性皮膚炎の診断は、臨床兆候および除
外診断（特にCulicoides属のヌカカに対するアレル
ギー）に基づいて行う。ウマによっては、皮膚の細
菌による二次感染（膿皮症）が認められることがあ
り、その特徴的な症状は、表皮の小さな環のような
円型の過度の鱗屑である。
　アレルゲンを同定するために皮内テスト
（Intradermal Test: IDT）あるいは血清アレルギー
検査を実施することがある。アレルゲンを同定す
ることで、減感作療法（アレルゲン注射あるいは最
近多く利用されている経口滴投与による）が可能
となる。アトピー性皮膚炎および再発性の蕁麻疹
を発症しているウマは通常、健康馬に比較してIDT
あるいは血清検査が陽性である確率が高くなる
が、（他の動物種と同様に）これらの検査結果のみ
に基づいて診断することはできない。いずれの検
査でも、病歴を考慮して解釈し、どのアレルゲンを
減感作療法に用いるのが有効かを判断し、その上
でオーナーは投与経路を選択するべきである。
　薬物療法には、コルチコステロイドが用いられ
ることがあり、なかでもプレドニゾロンあるいは
デキサメタゾンが最も一般的に使用されている。
ウマの経口投与では、プレドニゾロンはプレドニ
ゾンより良好に吸収されるようである。デキサメ
タゾンの注射液を経口投与することはできるが、
生物学的利用能は注射の60％～70％である。抗ヒ
スタミン剤が非常に効果的な場合もある。ヒドロ
キシジンパモ酸塩、セチリジンあるいはドキセピ
ン（抗ヒスタミン効果のある三環系抗うつ剤）など
が用いられる。抗ヒスタミン薬のほとんどは、ウマ

に眠気や興奮を引き起こすことが稀とされている
が、著者はこれらの薬物を投与されたウマの5％
未満ではあるが、これらの副作用を見ている。一般
的に使用されている抗ヒスタミン薬であるマレイ
ン酸ピリラミンは、ウマに経口投与した場合、生物
学的利用能が低いことが示されているが、単回投
与した後も最大一週間まで尿中から検出可能であ
り、投薬中止時期の判断が難しい。複数の臨床医
が、補助療法として必須脂肪酸製品を飼料に添加
することで改善がみられたことを報告している。
　アトピー性皮膚炎は減感作療法によってうまく
管理され、早ければ治療開始後2ヶ月で改善が見
られることがある。しかし、減感作療法の効果を完
全に評価するには、12ヶ月間は実施すべきであ
る。獣医師は、常に患畜の治療の進捗状態を観察
し、オーナーが一年間にわたる治療を続けること
を後押しするために、常に連絡を取るべきである。
他の家畜では、罹患動物のほとんどが一生涯注射
する必要があると考えられているが、ウマでは必
ずしも正しくない可能性があり、減感作療法を中
止し再発が見られなかった馬も少数ながらいる。
一般的に、アトピー罹患馬の約70％は減感作療法
で改善する（以下の囲み記事を参照のこと）。 

連絡先：
Dr. Stephen D. White
(530) 752-5908
sdwhite@ucdavis.edu
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, California

USEFの薬物と投薬ルール
　ウマのアトピー性皮膚炎の治療に最も一般
的に用いられる薬剤は、全米馬術連盟（USEF）
の「ウマの薬物および薬物療法に関する規則」
で使用が禁止されている。Dr. Stephen D. 
Whiteによると、これらの薬物には通常、抗ヒ
スタミン剤およびコルチコステロイドが含ま
れている。禁止薬物の使用制限に加えて、規則
では、適切な休薬期間と投薬記録作成に基づ
いた使用を認めている。治療を目的とした禁

止薬物の投与条件は、現時点で認められる疾
病や外傷の診断あるいは治療のために薬剤が
必要であること、および投与後少なくとも24
時間は競技から除外することである。さらに、
投与後1時間以内に競技主催者に提出し、競
技委員あるいは専門委員による確認が必要で
ある。投薬報告書は、ht tps : / /www .use f .  
org/_IFrames/Drugs/MedicationReportFo
rm/からオンライン提出することができる。
　コルチコステロイドの一つであるデキサメ
タゾンは、量的に制限されており、投薬報告書
の提出は必要とされていない。しかしながら、
競技時にウマの体内で過剰レベルに達するこ
とを避けるために、投与に関して守るべ
き 勧 告 が あ る 。こ れ ら の 勧 告 は 、
https://www.usef.org/documents/drugsMed
s/2015/drugsmedsguidelines15_web.pdfで
確認することができる。減感作療法によるア
トピーに対する治療は、投薬が競技の12時間
以上前であればUSEFのルールにおいて許可
されており、報告書を提出する必要もない。ウ
マに対する薬物および投薬規則に準拠した薬
物使用に関する詳細な情報は、以下のサイト
（https://www.usef.org/_IFrames/Drugs/Defa
ult.aspx）あるいは、（1 (800)633-2472）に電
話で確認することができる。
連絡先：
Dr. Stephen Schumacher, Chief
Administrator, USEF Equine Drugs and 
Medications Program

水胞性口炎発生の経済的影響について
　水胞性口炎は、多くの家畜種が罹患するウイル
ス性疾患であり、ウマおよびウシでもっともよく
見られる。本ウイルスは、主に口唇および舌、口あ
るいは鼻の周囲、乳房あるいは包皮沿い、または蹄
冠部に沿って水疱を形成する。やがてウイルスを
含有する小胞が破裂すると、糜爛や潰瘍を形成す
る。本疾患は、主にブユやサシチョウバエ、あるい
はヌカカなど吸血性のハエ目の昆虫によって媒介
される。本疾患に対する特異的治療法はなく、病変
部が良化するまで対症療法しかない。病変の発生

部位によって、個々のウマにおける影響は異なる。
口腔および舌に重度の病変が発生した場合、食餌
や飲水に影響が出るし、蹄冠部に沿って重度の病
変が発生した場合には、一時的に跛行が見られる
ことがある。水胞性口炎は米国において法定伝染
病に定められており、疾病の蔓延を防ぐために発
生施設は検疫下に置かれる。
　最近、アリゾナ州、ニューメキシコ州およびユタ
州に起きた水胞性口炎の発生が、2015年の流行の
始まりである。この発生は、アリゾナ州、コロラド
州、ネブラスカ州およびテキサス州の計435施設
（このうち408施設でウマが感染した）で確認され
た2014年の大流行に引き続いたものである。
2014年の流行は、2005年以降最悪で、馬産業の
様々な分野に経済的な影響を与えた。経済的損失
の正確な金額を算出することはできないが、コロ
ラド州では最も大きな被害が出て、17の郡で計
370施設が水胞性口炎の被害を受けた。
　まず個々の牧場レベルでは、オーナーは、最初に
罹患馬の診断や治療にかかる獣医師への支払いに
直面した。さらに、疾病伝播を阻止し新たな感染馬
を出さないように大規模なハエ対策が必要であっ
た。感染馬が治癒に要する期間は平均30日間ない
しそれ以上であり、そのことを考慮した長期の検
疫期間が更なる負担となり、もっとも大事な夏か
ら秋のショーシーズンに本来出るべきウマが出場
できなかった。大型の施設での検疫は、ウマのオー
ナー、厩舎管理者、獣医師および規制担当者にとっ
て管理が特に困難であった。他にも、感染が認めら
れた州でのウマのイベントも深刻な影響を受けて
いる。そのイベント施設自体が検疫対象でない場
合、ほとんどのイベントは中止されなかったが、移
動制限や、発生州に入った他州やカナダのウマは
帰還が困難なことから、発生州でのイベント出場
馬頭数が減少した。ついには、厳密な水胞性口炎の
検査条件を課す、あるいは特定の州からの輸入を
認めない仕向け国により米国馬の国際移動が妨げ
られた。
　2015年の水胞性口炎の流行が、2014年の規模
や範囲に匹敵するまでになるか否かは、現時点で
判断できないが、馬産業が本年も経済やその他い
くつかの影響に対応しなければならないことは確

実である。
　2015 年における水胞性口炎の流行に関する最
新情報については、APH I Sのウェブサイト：
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/に記載さ
れている発生状況報告を参照のこと。

連絡先：
Dr. Angela Pelzel-McCluskey
(970) 494-7391
Angela.M.Pelzel-McCluskey@aphis.usda.gov
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, Colorado

 馬ティザー病の最新情報：1993年1月から2015
年4月まで
　ティザー病は、1917年にマウスの疾病として報
告され、それ以来様々な家畜や野生動物種におい
て世界的に認められている。ティザー病は、細菌で
あるClostridium piliformeが原因で、若齢子馬では
致死率が非常に高い。本菌は、細胞内寄生性で主に
下部消化管に感染し、血行性あるいはリンパ行性
に他の内臓器に伝播する。
　子馬は、不顕性感染も認められるが、多くは急性
かつ致死的である。子馬は、通常、昏睡あるいは死
亡した状態で発見されるが、臨床症状として、沈
鬱、食欲不振、発熱、黄疸、下痢および横臥が見られ
る。感染子馬は、一般的に1～6週齢であるが、ほと
んどの場合は1～2週齢で発症する。本疾患の主要
臓器は肝臓で、壊死性肝炎を引き起こす。
　血清検査および糞便のPCR検査が生前検査に用
いられるが、臨床症状とあわせて推定的な臨床診
断を行うべきである。剖検後に、顕微鏡下での菌の
確認あるいはPCRによる菌の遺伝子検出により、
特徴的な肝臓病変と菌の関与を確認することによ

り確定診断がなされる。本疾患に対する有効な治
療法は未だになく、ワクチンもない。
　過去23年間に亘ってケンタッキー大学の獣医
診断研究所では、92例のティザー病を診断してき
た（図1）。本疾患は、雄子馬44例、 雌子馬36例およ
び性別不明の子馬12例で確認された。診断された
92例のうち、サラブレッド種が82例、テネシー
ウォーキングホースが3例、クォーターホースが1
例、スタンダードブレッド種が1例、ペイントホー
スが1例、モーガン種が1例、品種表記無しが3例
だった。サラブレッド種が多かったことは、臨床検
査室において通常認められる品種の割合と一致す
る。罹患子馬は、7～270日齢、平均26日齢であっ
た。15例が30日齢以上であった。92例中89例は、2
月から6月に死亡した。他の3例は、1月、7月および
10月に死亡した。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith
(859) 257-8283
jsmit8@uky.edu
University of Kentucky
Veterinary Diagnostic Laboratory
Lexington, Kentucky
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時事解説
　本稿の要点：雷鳴が聞こえたら、あなたもあなた
の馬も雷に打たれる危険がある。
　夏は、待ちに待った乗馬、さまざまなイベント、
遠乗の季節である。落雷は通年発生するが、夏は米
国で、落雷が最も発生する季節でもある。米国海洋
大気局（NOAA）によると、米国では毎年年間に
2,500万もの雷が発生している。
　落雷によるヒトの死亡事故は、多くの記録が残
されている。NOAAによると、米国では2006年か
ら2014年までの間に287人が落雷によって死亡
している。落雷によって死亡したウマの統計はと
られていない。しかしながら、2015年4月にケン
タッキー州中央部で発生した雷雨によって、一つ
の牧場でウマ3頭、別の牧場ではウシ2頭が落雷で
死亡したことが報告されている。
　多数が参加する遠乗会、ホースショー、競馬場、
ウマのせり会場…、このうちのどれだけに気象知
識を有し、突然の雷雨に対してイベントを中止す
る権限を持って、天候を監視している責任者がい
るだろうか？ 地方のホースショーから国際競走
に至るまで、ガイドラインが最新であり、かつ遵守
されていなくては役に立たない。
　時代遅れのガイドライン（しかし、未だに用いら
れている）のひとつとして、30/30ルールがある。
30/30ルールは、稲光を見てから30秒以内に雷鳴
を聞いた場合には、屋外イベントは中断し、天候が
回復して30分以上経過した後に再開するという
ものである。
　時間など気にしてはいけない。雷鳴を聞くか、稲
光を見たならば、落雷に打たれる可能性がある。屋
外に安全な場所などない！
　ウマのイベント主催者は、全米ゴルフ協会
（USGA）から学ぶべきことが多い。USGA国際選手
権、およびUSGAのガイドラインのもとで行われる

地域や地方の大会のほとんどでは、ゴルフコース
上に選手がいる間は、主催者が気象レーダーを監
視している。この監視員は、天候によって大会の続
行が脅かされる場合、大会中断の権限と責任を持
つ大会責任者と連絡を取り合う。
　大会の前に、総合的な避難計画が策定される。一
般的にこれらの計画では、ゴルフコース周辺にい
くつかの具体的な避難場所を指定する。これらは、
コースから選手が安全な場所もしくはクラブハウ
スへ移動することができる場所である。コース上
の競技員は、避難場所を必ず確認する必要があり、
また避難警報が出て、競技が中断される場合、選手
とそのキャディーを安全な場所に避難させる責任
がある。選手達は、これが標準の手順であることを
知っている。
　雷鳴の中で競技を続けるホースショーや、雷雨
の中で競走馬に跨るジョッキーが金属性のゲート
に入る競馬を、あなたは何度見かけたことがある
だろうか。我々は、全ての馬術イベントの主催者に
対して、科学的な、そしてヒトおよびウマの安全確
保に基づく、悪天候時における計画の策定、履行お
よび周知を要求する。これまでは、個人個人が気象
観測講習を受講したりNOAA気象ラジオを携帯し
たり、携帯電話用気象アプリを入手したり、また常
識的な判断を基にして、安全計画を立てる必要が
あった。雷雨の中で金属製の蹄鉄を履いたウマに
跨るなんて、ありえないことである。常に天候には
注意し、天候が悪化する前にヒトやウマに安全な
場所を確保することである！

連絡先：
Matt Dixon
(859) 218-4363
matt.dixon@uky.edu
Meteorologist ,  Biosystems & Agricultural  

Engineering;

Dr. Roberta Dwyer
(859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第1四半期*

　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　米国内において2014年から2015年にかけて発
生した水胞性口炎の最終報告は2015年の第1四半
期始めにあった。アリゾナ州南部の１施設におい
て2例発生し、いずれもウイルスの血清型は
ニュージャージー型だった。
　鼻疽がドイツで1例確認された。該当施設にお
けるその他のウマへの感染は認められなかった。
感染源は特定されていない。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンドおよび米国で発生した。デンマークでは、本疾
病の単発症例が認められた。フランスでは合計14
件発生し、主にサラブレッド種と温血種に認めら
れた。ドイツおよび米国では、腺疫は風土病となっ
ている。本疾病はドイツ全土に拡散していると考
えられている。米国では、少なくとも16州におい
て腺疫の発生が認められ、ケンタッキー州、メリー
ランド州およびサウスカロライナ州では複数の症
例が確認された。
　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3件発生し、イギリ
スでは15件発生した。米国において本疾病は風土
病であり、ケンタッキー州（2例）、ミシガン州（1
例）およびサウスダコタ州（1例）で発生が確認さ
れた。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、日本、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（5件）、アイ
ルランド（12例）、スイス（複数の施設で発生。数は
不明）、英国（異なる施設で3例）および米国（風土
病。数は不明）で確認された。EHV-1に起因する流
産が、フランス(8例。2例は1牧場。その他はそれぞ
れ別の牧場で発生)、ドイツ（5例）、日本（19施設で
計28例。生後直死8例を含む）および米国（5例）で
発生した。EHV-1による神経疾患がフランス（1
例）、ドイツ（2例）、スイス（複数の施設で数例）お
よび米国（2例）で発生した。EHV-4による呼吸器疾
患がフランス（15件）、ドイツ（1例）、スイス（複数
の施設で発生。数は特定できず。）およびイギリス
（異なる施設において4件）で確認された。イギリ
スでは、EHV-4による流産が1例発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で2例確
認された。
　呼吸器症状を伴うEHV-2感染症が米国で多数確
認された。何例かはEHV-5との混合感染だった。
　ウマ動脈炎ウイルス感染がドイツ（種牡馬1例）
およびスイス（1例）で確認された。カナダとドイ
ツで馬伝染性貧血が確認された。カナダでは西部
の2州における異なる施設で4例が確認された。ド
イツでは3件発生した。
　馬ピロプラズマ病は、フランスおよびUAEにお
いて風土病とされており、UAEでは非サラブレッ
ド種において単発症例が確認された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツの1施設の非サラブ
レッド種の種牡馬2例で報告された。
　レプトスピラ感染症が、フランス（ブドウ膜炎1
例）および米国（流産2例）で発生した。米国では、
ノカルジア性胎盤炎および流産が6例確認され
た。
　サルモネラ症がアイルランド（3例）、スイス（ネ
ズミチフス菌2例）および米国（C3群サルモネラ菌
8件）で発生した。
　米国においてクロストリジウム腸炎が報告さ
れ、複数の子馬のC. perfringens A型菌による単発
症例、C. difficileによる症例2例、そしてC. sordelliiに
よる症例1例だった。また、米国の2州で、サラブ
レッド種の子馬に増殖性腸症が確認された。
　ロタウイルス感染症がフランスで2件発生し
た。

　米国フロリダ州では、東部馬脳脊髄炎の死亡例
が１例確認された。
　ロドコッカス関連疾患が風土病として米国で発
生し、少なくとも22例が診断された。
　Corynebacterium pseudotuberculosis感染症が米
国で風土病として報告された。
　馬の非定型ミオパチーがアイルランドで3例報
告された。
 
貧困国における使役馬　―　感染症の影響について
　世界中においてウマとロバのほとんどは、貧困
者と共に生き、彼らのために働く。貧困者の生活に
これらの動物が与える影響は非常に大きく、広範
囲に及ぶ。使役馬は、増加している世界人口の「底
辺にいる10億人」の多くに対し、貧困を減らし、食
料の安全を確保し、また男女平等を促進する。
　これらの重要な役割にもかかわらず、これらの
動物はあまり重要視されていない。また、正確な頭
数も把握されていない。国連食糧農業機関は、世界
のウマの頭数を約1億1300万頭と推定している
が、調査データが曖昧なことから、その総数は過小
評価されていると考えられている。これらのウマ
やロバが人々に有益な影響を多く及ぼしているに
もかかわらず、彼らの健康が優先されることはほ
とんど無い。
　Equine Veterinary Journal（2015年1月）に掲載
された国際ハブマイアーワークショップの報告書
は、世界中の使役馬における感染症という重荷を
軽減するための戦略を解説している。その課題は
困難であり、必要とされる解決策は多岐にわたる。
克服し難い社会行動上および制度上の障壁がある
ため、新しい診断技術やワクチンなどの技術的な
解決策は、答えの一部に過ぎない。
　ワークショップは、疾病を三つのカテゴリーに
分けることを提案した。第一カテゴリーは、アフリ
カ馬疫、狂犬病、破傷風および消化管寄生虫疾患な
どを含む。これらの疾病に対する技術的な障害の
ほとんどは打開されてきたが、さらなる向上には、
疫学調査の改善、使役馬の所有者に対する教育お
よび政府レベルの支援が必要とされる。第二カテ
ゴリーは、病原性の理解や診断法や予防法などが
未だ不十分である疾患で、流行性リンパ管炎（仮性

皮疽）、ピロプラズマ病およびトリパノソーマ病な
どが挙げられる。第三カテゴリーは、感染性因子の
役割が十分に解明されていない症候性疾患であ
り、呼吸器、神経系および貧血症候群が含まれ、使
役馬群では広く認められている。
　使役馬の感染症への取り組みを複雑にしている
さまざまな課題は、「On Health」という規範に包括
される。（訳注：「One Health」とはヒト、動物および
環境は密接に関連しており、各分野の関係者がグ
ローバルな観点で緊密に協力し、ヒトと動物の健
康および環境保全を推進して行くという考え方） 
　ヒトも動物も、少し例を挙げただけでも水不足、
気候変動や環境汚染など、彼らを悩ましている感
染症の誘因となるさまざまな環境要因に直面して
いる。貧困の中にいるヒトや動物は、薬剤治療を受
けることに制限があり、またその薬剤治療の質も
疑わしく、不適切な使用によりしばしば抗菌薬耐
性などの問題が悪化する。私と同様に、ワクチンや
診断技術の進歩を追及してきた研究者にとって、
使役馬やロバの感染症の多大な影響への取組みに
おいて、政府および地方の両レベルでの教育や支
援がより重要であると理解することは不可欠であ
る。SPANA（Society for the Protection of Animals 
Abroad）、the BrookeやDonkey Sanctuaryなどのよ
うな大手慈善団体が、この地域で行っている先進
的な取り組みに学ぶことは有益である。彼らが運
営する病院が活動の中心である一方で、現在では
持続可能な地域能力の育成や教育の発展に力が注
がれている。

連絡先：
Dr. D. Paul Lunn
(919) 513-6210
dplunn@ncsu.edu
College of Veterinary Medicine
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina

アトピー性皮膚炎
　アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花
粉、厩舎の埃、カビなど）に対するアレルギー反応
と定義されており、ウマにおいては、おそらく報告

されているよりもより一般的に認められる。本症
は季節性か、あるいはカリフォルニア州のような
気候では通年認められる。最も一般的に見られる
3つの症状は、蕁麻疹、掻痒（かゆみ）を伴う蕁麻
疹、掻痒である。掻痒は、顔面および体幹に最も一
般的に認められる。季節性に兆候が認められる場
合は、花粉に対するアレルギー反応の可能性が最
も高く、兆候が通年認められる場合は、カビやある
いは厩舎の埃に対するアレルギー反応の可能性が
最も高い。アトピー性皮膚炎に続発する蕁麻疹の
場合、ウマによっては遺伝的な素因が原因となる
場合がある。
　アトピー性皮膚炎の診断は、臨床兆候および除
外診断（特にCulicoides属のヌカカに対するアレル
ギー）に基づいて行う。ウマによっては、皮膚の細
菌による二次感染（膿皮症）が認められることがあ
り、その特徴的な症状は、表皮の小さな環のような
円型の過度の鱗屑である。
　アレルゲンを同定するために皮内テスト
（Intradermal Test: IDT）あるいは血清アレルギー
検査を実施することがある。アレルゲンを同定す
ることで、減感作療法（アレルゲン注射あるいは最
近多く利用されている経口滴投与による）が可能
となる。アトピー性皮膚炎および再発性の蕁麻疹
を発症しているウマは通常、健康馬に比較してIDT
あるいは血清検査が陽性である確率が高くなる
が、（他の動物種と同様に）これらの検査結果のみ
に基づいて診断することはできない。いずれの検
査でも、病歴を考慮して解釈し、どのアレルゲンを
減感作療法に用いるのが有効かを判断し、その上
でオーナーは投与経路を選択するべきである。
　薬物療法には、コルチコステロイドが用いられ
ることがあり、なかでもプレドニゾロンあるいは
デキサメタゾンが最も一般的に使用されている。
ウマの経口投与では、プレドニゾロンはプレドニ
ゾンより良好に吸収されるようである。デキサメ
タゾンの注射液を経口投与することはできるが、
生物学的利用能は注射の60％～70％である。抗ヒ
スタミン剤が非常に効果的な場合もある。ヒドロ
キシジンパモ酸塩、セチリジンあるいはドキセピ
ン（抗ヒスタミン効果のある三環系抗うつ剤）など
が用いられる。抗ヒスタミン薬のほとんどは、ウマ

に眠気や興奮を引き起こすことが稀とされている
が、著者はこれらの薬物を投与されたウマの5％
未満ではあるが、これらの副作用を見ている。一般
的に使用されている抗ヒスタミン薬であるマレイ
ン酸ピリラミンは、ウマに経口投与した場合、生物
学的利用能が低いことが示されているが、単回投
与した後も最大一週間まで尿中から検出可能であ
り、投薬中止時期の判断が難しい。複数の臨床医
が、補助療法として必須脂肪酸製品を飼料に添加
することで改善がみられたことを報告している。
　アトピー性皮膚炎は減感作療法によってうまく
管理され、早ければ治療開始後2ヶ月で改善が見
られることがある。しかし、減感作療法の効果を完
全に評価するには、12ヶ月間は実施すべきであ
る。獣医師は、常に患畜の治療の進捗状態を観察
し、オーナーが一年間にわたる治療を続けること
を後押しするために、常に連絡を取るべきである。
他の家畜では、罹患動物のほとんどが一生涯注射
する必要があると考えられているが、ウマでは必
ずしも正しくない可能性があり、減感作療法を中
止し再発が見られなかった馬も少数ながらいる。
一般的に、アトピー罹患馬の約70％は減感作療法
で改善する（以下の囲み記事を参照のこと）。 

連絡先：
Dr. Stephen D. White
(530) 752-5908
sdwhite@ucdavis.edu
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, California

USEFの薬物と投薬ルール
　ウマのアトピー性皮膚炎の治療に最も一般
的に用いられる薬剤は、全米馬術連盟（USEF）
の「ウマの薬物および薬物療法に関する規則」
で使用が禁止されている。Dr. Stephen D. 
Whiteによると、これらの薬物には通常、抗ヒ
スタミン剤およびコルチコステロイドが含ま
れている。禁止薬物の使用制限に加えて、規則
では、適切な休薬期間と投薬記録作成に基づ
いた使用を認めている。治療を目的とした禁

止薬物の投与条件は、現時点で認められる疾
病や外傷の診断あるいは治療のために薬剤が
必要であること、および投与後少なくとも24
時間は競技から除外することである。さらに、
投与後1時間以内に競技主催者に提出し、競
技委員あるいは専門委員による確認が必要で
ある。投薬報告書は、ht tps : / /www .use f .  
org/_IFrames/Drugs/MedicationReportFo
rm/からオンライン提出することができる。
　コルチコステロイドの一つであるデキサメ
タゾンは、量的に制限されており、投薬報告書
の提出は必要とされていない。しかしながら、
競技時にウマの体内で過剰レベルに達するこ
とを避けるために、投与に関して守るべ
き 勧 告 が あ る 。こ れ ら の 勧 告 は 、
https://www.usef.org/documents/drugsMed
s/2015/drugsmedsguidelines15_web.pdfで
確認することができる。減感作療法によるア
トピーに対する治療は、投薬が競技の12時間
以上前であればUSEFのルールにおいて許可
されており、報告書を提出する必要もない。ウ
マに対する薬物および投薬規則に準拠した薬
物使用に関する詳細な情報は、以下のサイト
（https://www.usef.org/_IFrames/Drugs/Defa
ult.aspx）あるいは、（1 (800)633-2472）に電
話で確認することができる。
連絡先：
Dr. Stephen Schumacher, Chief
Administrator, USEF Equine Drugs and 
Medications Program

水胞性口炎発生の経済的影響について
　水胞性口炎は、多くの家畜種が罹患するウイル
ス性疾患であり、ウマおよびウシでもっともよく
見られる。本ウイルスは、主に口唇および舌、口あ
るいは鼻の周囲、乳房あるいは包皮沿い、または蹄
冠部に沿って水疱を形成する。やがてウイルスを
含有する小胞が破裂すると、糜爛や潰瘍を形成す
る。本疾患は、主にブユやサシチョウバエ、あるい
はヌカカなど吸血性のハエ目の昆虫によって媒介
される。本疾患に対する特異的治療法はなく、病変
部が良化するまで対症療法しかない。病変の発生

部位によって、個々のウマにおける影響は異なる。
口腔および舌に重度の病変が発生した場合、食餌
や飲水に影響が出るし、蹄冠部に沿って重度の病
変が発生した場合には、一時的に跛行が見られる
ことがある。水胞性口炎は米国において法定伝染
病に定められており、疾病の蔓延を防ぐために発
生施設は検疫下に置かれる。
　最近、アリゾナ州、ニューメキシコ州およびユタ
州に起きた水胞性口炎の発生が、2015年の流行の
始まりである。この発生は、アリゾナ州、コロラド
州、ネブラスカ州およびテキサス州の計435施設
（このうち408施設でウマが感染した）で確認され
た2014年の大流行に引き続いたものである。
2014年の流行は、2005年以降最悪で、馬産業の
様々な分野に経済的な影響を与えた。経済的損失
の正確な金額を算出することはできないが、コロ
ラド州では最も大きな被害が出て、17の郡で計
370施設が水胞性口炎の被害を受けた。
　まず個々の牧場レベルでは、オーナーは、最初に
罹患馬の診断や治療にかかる獣医師への支払いに
直面した。さらに、疾病伝播を阻止し新たな感染馬
を出さないように大規模なハエ対策が必要であっ
た。感染馬が治癒に要する期間は平均30日間ない
しそれ以上であり、そのことを考慮した長期の検
疫期間が更なる負担となり、もっとも大事な夏か
ら秋のショーシーズンに本来出るべきウマが出場
できなかった。大型の施設での検疫は、ウマのオー
ナー、厩舎管理者、獣医師および規制担当者にとっ
て管理が特に困難であった。他にも、感染が認めら
れた州でのウマのイベントも深刻な影響を受けて
いる。そのイベント施設自体が検疫対象でない場
合、ほとんどのイベントは中止されなかったが、移
動制限や、発生州に入った他州やカナダのウマは
帰還が困難なことから、発生州でのイベント出場
馬頭数が減少した。ついには、厳密な水胞性口炎の
検査条件を課す、あるいは特定の州からの輸入を
認めない仕向け国により米国馬の国際移動が妨げ
られた。
　2015年の水胞性口炎の流行が、2014年の規模
や範囲に匹敵するまでになるか否かは、現時点で
判断できないが、馬産業が本年も経済やその他い
くつかの影響に対応しなければならないことは確

実である。
　2015 年における水胞性口炎の流行に関する最
新情報については、APH I Sのウェブサイト：
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/に記載さ
れている発生状況報告を参照のこと。

連絡先：
Dr. Angela Pelzel-McCluskey
(970) 494-7391
Angela.M.Pelzel-McCluskey@aphis.usda.gov
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, Colorado

 馬ティザー病の最新情報：1993年1月から2015
年4月まで
　ティザー病は、1917年にマウスの疾病として報
告され、それ以来様々な家畜や野生動物種におい
て世界的に認められている。ティザー病は、細菌で
あるClostridium piliformeが原因で、若齢子馬では
致死率が非常に高い。本菌は、細胞内寄生性で主に
下部消化管に感染し、血行性あるいはリンパ行性
に他の内臓器に伝播する。
　子馬は、不顕性感染も認められるが、多くは急性
かつ致死的である。子馬は、通常、昏睡あるいは死
亡した状態で発見されるが、臨床症状として、沈
鬱、食欲不振、発熱、黄疸、下痢および横臥が見られ
る。感染子馬は、一般的に1～6週齢であるが、ほと
んどの場合は1～2週齢で発症する。本疾患の主要
臓器は肝臓で、壊死性肝炎を引き起こす。
　血清検査および糞便のPCR検査が生前検査に用
いられるが、臨床症状とあわせて推定的な臨床診
断を行うべきである。剖検後に、顕微鏡下での菌の
確認あるいはPCRによる菌の遺伝子検出により、
特徴的な肝臓病変と菌の関与を確認することによ

り確定診断がなされる。本疾患に対する有効な治
療法は未だになく、ワクチンもない。
　過去23年間に亘ってケンタッキー大学の獣医
診断研究所では、92例のティザー病を診断してき
た（図1）。本疾患は、雄子馬44例、 雌子馬36例およ
び性別不明の子馬12例で確認された。診断された
92例のうち、サラブレッド種が82例、テネシー
ウォーキングホースが3例、クォーターホースが1
例、スタンダードブレッド種が1例、ペイントホー
スが1例、モーガン種が1例、品種表記無しが3例
だった。サラブレッド種が多かったことは、臨床検
査室において通常認められる品種の割合と一致す
る。罹患子馬は、7～270日齢、平均26日齢であっ
た。15例が30日齢以上であった。92例中89例は、2
月から6月に死亡した。他の3例は、1月、7月および
10月に死亡した。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith
(859) 257-8283
jsmit8@uky.edu
University of Kentucky
Veterinary Diagnostic Laboratory
Lexington, Kentucky
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時事解説
　本稿の要点：雷鳴が聞こえたら、あなたもあなた
の馬も雷に打たれる危険がある。
　夏は、待ちに待った乗馬、さまざまなイベント、
遠乗の季節である。落雷は通年発生するが、夏は米
国で、落雷が最も発生する季節でもある。米国海洋
大気局（NOAA）によると、米国では毎年年間に
2,500万もの雷が発生している。
　落雷によるヒトの死亡事故は、多くの記録が残
されている。NOAAによると、米国では2006年か
ら2014年までの間に287人が落雷によって死亡
している。落雷によって死亡したウマの統計はと
られていない。しかしながら、2015年4月にケン
タッキー州中央部で発生した雷雨によって、一つ
の牧場でウマ3頭、別の牧場ではウシ2頭が落雷で
死亡したことが報告されている。
　多数が参加する遠乗会、ホースショー、競馬場、
ウマのせり会場…、このうちのどれだけに気象知
識を有し、突然の雷雨に対してイベントを中止す
る権限を持って、天候を監視している責任者がい
るだろうか？ 地方のホースショーから国際競走
に至るまで、ガイドラインが最新であり、かつ遵守
されていなくては役に立たない。
　時代遅れのガイドライン（しかし、未だに用いら
れている）のひとつとして、30/30ルールがある。
30/30ルールは、稲光を見てから30秒以内に雷鳴
を聞いた場合には、屋外イベントは中断し、天候が
回復して30分以上経過した後に再開するという
ものである。
　時間など気にしてはいけない。雷鳴を聞くか、稲
光を見たならば、落雷に打たれる可能性がある。屋
外に安全な場所などない！
　ウマのイベント主催者は、全米ゴルフ協会
（USGA）から学ぶべきことが多い。USGA国際選手
権、およびUSGAのガイドラインのもとで行われる

地域や地方の大会のほとんどでは、ゴルフコース
上に選手がいる間は、主催者が気象レーダーを監
視している。この監視員は、天候によって大会の続
行が脅かされる場合、大会中断の権限と責任を持
つ大会責任者と連絡を取り合う。
　大会の前に、総合的な避難計画が策定される。一
般的にこれらの計画では、ゴルフコース周辺にい
くつかの具体的な避難場所を指定する。これらは、
コースから選手が安全な場所もしくはクラブハウ
スへ移動することができる場所である。コース上
の競技員は、避難場所を必ず確認する必要があり、
また避難警報が出て、競技が中断される場合、選手
とそのキャディーを安全な場所に避難させる責任
がある。選手達は、これが標準の手順であることを
知っている。
　雷鳴の中で競技を続けるホースショーや、雷雨
の中で競走馬に跨るジョッキーが金属性のゲート
に入る競馬を、あなたは何度見かけたことがある
だろうか。我々は、全ての馬術イベントの主催者に
対して、科学的な、そしてヒトおよびウマの安全確
保に基づく、悪天候時における計画の策定、履行お
よび周知を要求する。これまでは、個人個人が気象
観測講習を受講したりNOAA気象ラジオを携帯し
たり、携帯電話用気象アプリを入手したり、また常
識的な判断を基にして、安全計画を立てる必要が
あった。雷雨の中で金属製の蹄鉄を履いたウマに
跨るなんて、ありえないことである。常に天候には
注意し、天候が悪化する前にヒトやウマに安全な
場所を確保することである！

連絡先：
Matt Dixon
(859) 218-4363
matt.dixon@uky.edu
Meteorologist ,  Biosystems & Agricultural  

Engineering;

Dr. Roberta Dwyer
(859) 218-1122
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第1四半期*

　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　米国内において2014年から2015年にかけて発
生した水胞性口炎の最終報告は2015年の第1四半
期始めにあった。アリゾナ州南部の１施設におい
て2例発生し、いずれもウイルスの血清型は
ニュージャージー型だった。
　鼻疽がドイツで1例確認された。該当施設にお
けるその他のウマへの感染は認められなかった。
感染源は特定されていない。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、アイルラ
ンドおよび米国で発生した。デンマークでは、本疾
病の単発症例が認められた。フランスでは合計14
件発生し、主にサラブレッド種と温血種に認めら
れた。ドイツおよび米国では、腺疫は風土病となっ
ている。本疾病はドイツ全土に拡散していると考
えられている。米国では、少なくとも16州におい
て腺疫の発生が認められ、ケンタッキー州、メリー
ランド州およびサウスカロライナ州では複数の症
例が確認された。
　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3件発生し、イギリ
スでは15件発生した。米国において本疾病は風土
病であり、ケンタッキー州（2例）、ミシガン州（1
例）およびサウスダコタ州（1例）で発生が確認さ
れた。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイルラン
ド、日本、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（5件）、アイ
ルランド（12例）、スイス（複数の施設で発生。数は
不明）、英国（異なる施設で3例）および米国（風土
病。数は不明）で確認された。EHV-1に起因する流
産が、フランス(8例。2例は1牧場。その他はそれぞ
れ別の牧場で発生)、ドイツ（5例）、日本（19施設で
計28例。生後直死8例を含む）および米国（5例）で
発生した。EHV-1による神経疾患がフランス（1
例）、ドイツ（2例）、スイス（複数の施設で数例）お
よび米国（2例）で発生した。EHV-4による呼吸器疾
患がフランス（15件）、ドイツ（1例）、スイス（複数
の施設で発生。数は特定できず。）およびイギリス
（異なる施設において4件）で確認された。イギリ
スでは、EHV-4による流産が1例発生した。
　馬媾疹（EHV-3）が米国ケンタッキー州で2例確
認された。
　呼吸器症状を伴うEHV-2感染症が米国で多数確
認された。何例かはEHV-5との混合感染だった。
　ウマ動脈炎ウイルス感染がドイツ（種牡馬1例）
およびスイス（1例）で確認された。カナダとドイ
ツで馬伝染性貧血が確認された。カナダでは西部
の2州における異なる施設で4例が確認された。ド
イツでは3件発生した。
　馬ピロプラズマ病は、フランスおよびUAEにお
いて風土病とされており、UAEでは非サラブレッ
ド種において単発症例が確認された。
　馬伝染性子宮炎が、ドイツの1施設の非サラブ
レッド種の種牡馬2例で報告された。
　レプトスピラ感染症が、フランス（ブドウ膜炎1
例）および米国（流産2例）で発生した。米国では、
ノカルジア性胎盤炎および流産が6例確認され
た。
　サルモネラ症がアイルランド（3例）、スイス（ネ
ズミチフス菌2例）および米国（C3群サルモネラ菌
8件）で発生した。
　米国においてクロストリジウム腸炎が報告さ
れ、複数の子馬のC. perfringens A型菌による単発
症例、C. difficileによる症例2例、そしてC. sordelliiに
よる症例1例だった。また、米国の2州で、サラブ
レッド種の子馬に増殖性腸症が確認された。
　ロタウイルス感染症がフランスで2件発生し
た。

　米国フロリダ州では、東部馬脳脊髄炎の死亡例
が１例確認された。
　ロドコッカス関連疾患が風土病として米国で発
生し、少なくとも22例が診断された。
　Corynebacterium pseudotuberculosis感染症が米
国で風土病として報告された。
　馬の非定型ミオパチーがアイルランドで3例報
告された。
 
貧困国における使役馬　―　感染症の影響について
　世界中においてウマとロバのほとんどは、貧困
者と共に生き、彼らのために働く。貧困者の生活に
これらの動物が与える影響は非常に大きく、広範
囲に及ぶ。使役馬は、増加している世界人口の「底
辺にいる10億人」の多くに対し、貧困を減らし、食
料の安全を確保し、また男女平等を促進する。
　これらの重要な役割にもかかわらず、これらの
動物はあまり重要視されていない。また、正確な頭
数も把握されていない。国連食糧農業機関は、世界
のウマの頭数を約1億1300万頭と推定している
が、調査データが曖昧なことから、その総数は過小
評価されていると考えられている。これらのウマ
やロバが人々に有益な影響を多く及ぼしているに
もかかわらず、彼らの健康が優先されることはほ
とんど無い。
　Equine Veterinary Journal（2015年1月）に掲載
された国際ハブマイアーワークショップの報告書
は、世界中の使役馬における感染症という重荷を
軽減するための戦略を解説している。その課題は
困難であり、必要とされる解決策は多岐にわたる。
克服し難い社会行動上および制度上の障壁がある
ため、新しい診断技術やワクチンなどの技術的な
解決策は、答えの一部に過ぎない。
　ワークショップは、疾病を三つのカテゴリーに
分けることを提案した。第一カテゴリーは、アフリ
カ馬疫、狂犬病、破傷風および消化管寄生虫疾患な
どを含む。これらの疾病に対する技術的な障害の
ほとんどは打開されてきたが、さらなる向上には、
疫学調査の改善、使役馬の所有者に対する教育お
よび政府レベルの支援が必要とされる。第二カテ
ゴリーは、病原性の理解や診断法や予防法などが
未だ不十分である疾患で、流行性リンパ管炎（仮性

皮疽）、ピロプラズマ病およびトリパノソーマ病な
どが挙げられる。第三カテゴリーは、感染性因子の
役割が十分に解明されていない症候性疾患であ
り、呼吸器、神経系および貧血症候群が含まれ、使
役馬群では広く認められている。
　使役馬の感染症への取り組みを複雑にしている
さまざまな課題は、「On Health」という規範に包括
される。（訳注：「One Health」とはヒト、動物および
環境は密接に関連しており、各分野の関係者がグ
ローバルな観点で緊密に協力し、ヒトと動物の健
康および環境保全を推進して行くという考え方） 
　ヒトも動物も、少し例を挙げただけでも水不足、
気候変動や環境汚染など、彼らを悩ましている感
染症の誘因となるさまざまな環境要因に直面して
いる。貧困の中にいるヒトや動物は、薬剤治療を受
けることに制限があり、またその薬剤治療の質も
疑わしく、不適切な使用によりしばしば抗菌薬耐
性などの問題が悪化する。私と同様に、ワクチンや
診断技術の進歩を追及してきた研究者にとって、
使役馬やロバの感染症の多大な影響への取組みに
おいて、政府および地方の両レベルでの教育や支
援がより重要であると理解することは不可欠であ
る。SPANA（Society for the Protection of Animals 
Abroad）、the BrookeやDonkey Sanctuaryなどのよ
うな大手慈善団体が、この地域で行っている先進
的な取り組みに学ぶことは有益である。彼らが運
営する病院が活動の中心である一方で、現在では
持続可能な地域能力の育成や教育の発展に力が注
がれている。

連絡先：
Dr. D. Paul Lunn
(919) 513-6210
dplunn@ncsu.edu
College of Veterinary Medicine
North Carolina State University
Raleigh, North Carolina

アトピー性皮膚炎
　アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花
粉、厩舎の埃、カビなど）に対するアレルギー反応
と定義されており、ウマにおいては、おそらく報告

されているよりもより一般的に認められる。本症
は季節性か、あるいはカリフォルニア州のような
気候では通年認められる。最も一般的に見られる
3つの症状は、蕁麻疹、掻痒（かゆみ）を伴う蕁麻
疹、掻痒である。掻痒は、顔面および体幹に最も一
般的に認められる。季節性に兆候が認められる場
合は、花粉に対するアレルギー反応の可能性が最
も高く、兆候が通年認められる場合は、カビやある
いは厩舎の埃に対するアレルギー反応の可能性が
最も高い。アトピー性皮膚炎に続発する蕁麻疹の
場合、ウマによっては遺伝的な素因が原因となる
場合がある。
　アトピー性皮膚炎の診断は、臨床兆候および除
外診断（特にCulicoides属のヌカカに対するアレル
ギー）に基づいて行う。ウマによっては、皮膚の細
菌による二次感染（膿皮症）が認められることがあ
り、その特徴的な症状は、表皮の小さな環のような
円型の過度の鱗屑である。
　アレルゲンを同定するために皮内テスト
（Intradermal Test: IDT）あるいは血清アレルギー
検査を実施することがある。アレルゲンを同定す
ることで、減感作療法（アレルゲン注射あるいは最
近多く利用されている経口滴投与による）が可能
となる。アトピー性皮膚炎および再発性の蕁麻疹
を発症しているウマは通常、健康馬に比較してIDT
あるいは血清検査が陽性である確率が高くなる
が、（他の動物種と同様に）これらの検査結果のみ
に基づいて診断することはできない。いずれの検
査でも、病歴を考慮して解釈し、どのアレルゲンを
減感作療法に用いるのが有効かを判断し、その上
でオーナーは投与経路を選択するべきである。
　薬物療法には、コルチコステロイドが用いられ
ることがあり、なかでもプレドニゾロンあるいは
デキサメタゾンが最も一般的に使用されている。
ウマの経口投与では、プレドニゾロンはプレドニ
ゾンより良好に吸収されるようである。デキサメ
タゾンの注射液を経口投与することはできるが、
生物学的利用能は注射の60％～70％である。抗ヒ
スタミン剤が非常に効果的な場合もある。ヒドロ
キシジンパモ酸塩、セチリジンあるいはドキセピ
ン（抗ヒスタミン効果のある三環系抗うつ剤）など
が用いられる。抗ヒスタミン薬のほとんどは、ウマ

に眠気や興奮を引き起こすことが稀とされている
が、著者はこれらの薬物を投与されたウマの5％
未満ではあるが、これらの副作用を見ている。一般
的に使用されている抗ヒスタミン薬であるマレイ
ン酸ピリラミンは、ウマに経口投与した場合、生物
学的利用能が低いことが示されているが、単回投
与した後も最大一週間まで尿中から検出可能であ
り、投薬中止時期の判断が難しい。複数の臨床医
が、補助療法として必須脂肪酸製品を飼料に添加
することで改善がみられたことを報告している。
　アトピー性皮膚炎は減感作療法によってうまく
管理され、早ければ治療開始後2ヶ月で改善が見
られることがある。しかし、減感作療法の効果を完
全に評価するには、12ヶ月間は実施すべきであ
る。獣医師は、常に患畜の治療の進捗状態を観察
し、オーナーが一年間にわたる治療を続けること
を後押しするために、常に連絡を取るべきである。
他の家畜では、罹患動物のほとんどが一生涯注射
する必要があると考えられているが、ウマでは必
ずしも正しくない可能性があり、減感作療法を中
止し再発が見られなかった馬も少数ながらいる。
一般的に、アトピー罹患馬の約70％は減感作療法
で改善する（以下の囲み記事を参照のこと）。 

連絡先：
Dr. Stephen D. White
(530) 752-5908
sdwhite@ucdavis.edu
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, California

USEFの薬物と投薬ルール
　ウマのアトピー性皮膚炎の治療に最も一般
的に用いられる薬剤は、全米馬術連盟（USEF）
の「ウマの薬物および薬物療法に関する規則」
で使用が禁止されている。Dr. Stephen D. 
Whiteによると、これらの薬物には通常、抗ヒ
スタミン剤およびコルチコステロイドが含ま
れている。禁止薬物の使用制限に加えて、規則
では、適切な休薬期間と投薬記録作成に基づ
いた使用を認めている。治療を目的とした禁

止薬物の投与条件は、現時点で認められる疾
病や外傷の診断あるいは治療のために薬剤が
必要であること、および投与後少なくとも24
時間は競技から除外することである。さらに、
投与後1時間以内に競技主催者に提出し、競
技委員あるいは専門委員による確認が必要で
ある。投薬報告書は、ht tps : / /www .use f .  
org/_IFrames/Drugs/MedicationReportFo
rm/からオンライン提出することができる。
　コルチコステロイドの一つであるデキサメ
タゾンは、量的に制限されており、投薬報告書
の提出は必要とされていない。しかしながら、
競技時にウマの体内で過剰レベルに達するこ
とを避けるために、投与に関して守るべ
き 勧 告 が あ る 。こ れ ら の 勧 告 は 、
https://www.usef.org/documents/drugsMed
s/2015/drugsmedsguidelines15_web.pdfで
確認することができる。減感作療法によるア
トピーに対する治療は、投薬が競技の12時間
以上前であればUSEFのルールにおいて許可
されており、報告書を提出する必要もない。ウ
マに対する薬物および投薬規則に準拠した薬
物使用に関する詳細な情報は、以下のサイト
（https://www.usef.org/_IFrames/Drugs/Defa
ult.aspx）あるいは、（1 (800)633-2472）に電
話で確認することができる。
連絡先：
Dr. Stephen Schumacher, Chief
Administrator, USEF Equine Drugs and 
Medications Program

水胞性口炎発生の経済的影響について
　水胞性口炎は、多くの家畜種が罹患するウイル
ス性疾患であり、ウマおよびウシでもっともよく
見られる。本ウイルスは、主に口唇および舌、口あ
るいは鼻の周囲、乳房あるいは包皮沿い、または蹄
冠部に沿って水疱を形成する。やがてウイルスを
含有する小胞が破裂すると、糜爛や潰瘍を形成す
る。本疾患は、主にブユやサシチョウバエ、あるい
はヌカカなど吸血性のハエ目の昆虫によって媒介
される。本疾患に対する特異的治療法はなく、病変
部が良化するまで対症療法しかない。病変の発生

部位によって、個々のウマにおける影響は異なる。
口腔および舌に重度の病変が発生した場合、食餌
や飲水に影響が出るし、蹄冠部に沿って重度の病
変が発生した場合には、一時的に跛行が見られる
ことがある。水胞性口炎は米国において法定伝染
病に定められており、疾病の蔓延を防ぐために発
生施設は検疫下に置かれる。
　最近、アリゾナ州、ニューメキシコ州およびユタ
州に起きた水胞性口炎の発生が、2015年の流行の
始まりである。この発生は、アリゾナ州、コロラド
州、ネブラスカ州およびテキサス州の計435施設
（このうち408施設でウマが感染した）で確認され
た2014年の大流行に引き続いたものである。
2014年の流行は、2005年以降最悪で、馬産業の
様々な分野に経済的な影響を与えた。経済的損失
の正確な金額を算出することはできないが、コロ
ラド州では最も大きな被害が出て、17の郡で計
370施設が水胞性口炎の被害を受けた。
　まず個々の牧場レベルでは、オーナーは、最初に
罹患馬の診断や治療にかかる獣医師への支払いに
直面した。さらに、疾病伝播を阻止し新たな感染馬
を出さないように大規模なハエ対策が必要であっ
た。感染馬が治癒に要する期間は平均30日間ない
しそれ以上であり、そのことを考慮した長期の検
疫期間が更なる負担となり、もっとも大事な夏か
ら秋のショーシーズンに本来出るべきウマが出場
できなかった。大型の施設での検疫は、ウマのオー
ナー、厩舎管理者、獣医師および規制担当者にとっ
て管理が特に困難であった。他にも、感染が認めら
れた州でのウマのイベントも深刻な影響を受けて
いる。そのイベント施設自体が検疫対象でない場
合、ほとんどのイベントは中止されなかったが、移
動制限や、発生州に入った他州やカナダのウマは
帰還が困難なことから、発生州でのイベント出場
馬頭数が減少した。ついには、厳密な水胞性口炎の
検査条件を課す、あるいは特定の州からの輸入を
認めない仕向け国により米国馬の国際移動が妨げ
られた。
　2015年の水胞性口炎の流行が、2014年の規模
や範囲に匹敵するまでになるか否かは、現時点で
判断できないが、馬産業が本年も経済やその他い
くつかの影響に対応しなければならないことは確

実である。
　2015 年における水胞性口炎の流行に関する最
新情報については、APH I Sのウェブサイト：
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/に記載さ
れている発生状況報告を参照のこと。

連絡先：
Dr. Angela Pelzel-McCluskey
(970) 494-7391
Angela.M.Pelzel-McCluskey@aphis.usda.gov
USDA-APHIS-Veterinary Services
Fort Collins, Colorado

 馬ティザー病の最新情報：1993年1月から2015
年4月まで
　ティザー病は、1917年にマウスの疾病として報
告され、それ以来様々な家畜や野生動物種におい
て世界的に認められている。ティザー病は、細菌で
あるClostridium piliformeが原因で、若齢子馬では
致死率が非常に高い。本菌は、細胞内寄生性で主に
下部消化管に感染し、血行性あるいはリンパ行性
に他の内臓器に伝播する。
　子馬は、不顕性感染も認められるが、多くは急性
かつ致死的である。子馬は、通常、昏睡あるいは死
亡した状態で発見されるが、臨床症状として、沈
鬱、食欲不振、発熱、黄疸、下痢および横臥が見られ
る。感染子馬は、一般的に1～6週齢であるが、ほと
んどの場合は1～2週齢で発症する。本疾患の主要
臓器は肝臓で、壊死性肝炎を引き起こす。
　血清検査および糞便のPCR検査が生前検査に用
いられるが、臨床症状とあわせて推定的な臨床診
断を行うべきである。剖検後に、顕微鏡下での菌の
確認あるいはPCRによる菌の遺伝子検出により、
特徴的な肝臓病変と菌の関与を確認することによ

り確定診断がなされる。本疾患に対する有効な治
療法は未だになく、ワクチンもない。
　過去23年間に亘ってケンタッキー大学の獣医
診断研究所では、92例のティザー病を診断してき
た（図1）。本疾患は、雄子馬44例、 雌子馬36例およ
び性別不明の子馬12例で確認された。診断された
92例のうち、サラブレッド種が82例、テネシー
ウォーキングホースが3例、クォーターホースが1
例、スタンダードブレッド種が1例、ペイントホー
スが1例、モーガン種が1例、品種表記無しが3例
だった。サラブレッド種が多かったことは、臨床検
査室において通常認められる品種の割合と一致す
る。罹患子馬は、7～270日齢、平均26日齢であっ
た。15例が30日齢以上であった。92例中89例は、2
月から6月に死亡した。他の3例は、1月、7月および
10月に死亡した。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith
(859) 257-8283
jsmit8@uky.edu
University of Kentucky
Veterinary Diagnostic Laboratory
Lexington, Kentucky

図1　ケンタッキー大学の獣医診断研究所において
診断されたティザー病の例数（1993年～2015年）
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イントロダクション
　競技馬において、腱炎は発症しやすい重大な疾
患であり、治療は難しく、能力の低下および早期引
退の原因になる。診断には超音波検査が用いられ
ている。また、ウマ屈腱および繋靭帯の慢性的な損
傷部には血管系の変化が組織学的に認められてい
る。腱に慢性的な疼痛を有するヒトでは、器質的な
病変がある腱の領域に新生血管および神経ペプチ
ドの存在が確認されている。これより神経原性の
炎症があると考えられている。これらの研究は、ヒ
トおよびウマの腱に関する新たな治療または病因
病態学的な解明につながる可能性がある。本研究

の目的は、症状を有するウマと無症状のウマ(対
照)に対して、その屈腱および繋靭帯中の血管を超
音波カラードップラーによって明らかにすること
である。

材料と方法
ウマ
　浅屈腱(5頭)、深屈腱支持靱帯(2頭)または繋靭帯
(3頭)にそれぞれ慢性的な炎症を有する合計10頭
のウマと、健康で跛行を呈さず、下肢部に腫脹など
の異常が認められない6頭の健康なウマを用い
た。

超音波検査およびカラードップラー法
　超音波検査前に鎮静剤を用い、屈腱部の毛刈り
および洗浄を実施した。超音波検査には超音波ゼ
リーおよび10-13MHzのリニアプローブを用い、
縦断像および横断像で組織構造を撮像した。カ
ラードップラー検査は脚を持ち上げて腱を弛緩し
た状態で実施し、少なくとも30秒間の静止を保っ
たまま外側、中央部、内側をそれぞれ検査した。

結果
Bモード
　全ての損傷腱において、局所の腫脹、不均質な腱
線維配列、局所的なエコー輝度の低下が観察され
た。健康な対照群の腱には異常が認められなかっ
た。

カラードップラー
　慢性損傷の腱では、Bモードにおいて新生したと
考えられる毛細血管が異常のある領域に存在して
いた。健康な対照群では血管は全く見えなかった。
ウマの腱で観察された血管の所見は、慢性的な疼
痛を有するヒトアキレス腱の血管の所見と非常に
類似していた。

考察
　本調査では、慢性的な疼痛を有するヒトの腱と
同様に、ウマの腱の器質的に変化が認められる部

位にも新生血管を認めた。
　ウマの損傷腱における血管の変化は組織学的検
査で示されていたが、カラードップラー法を用い
て生馬の腱で血管を描出したことは、これが初め
ての報告だと考えられる。ウマおよびヒトの慢性
的に損傷した腱において類似した血管構築が観察
されたことから、両者の対比的研究により腱の疼
痛や病的メカニズムの解明につながる可能性があ
る。
　ヒトでは血管が存在しない部位には疼痛もない
ことから、慢性的な疼痛を有する腱に観察される
新生血管は、疼痛に関わる重要な因子だと思われ
る。超音波検査およびカラードップラー法によっ
て描出されたウマの慢性腱炎の血管描出画像は、
ヒトの慢性的な炎症があるアキレス腱で認められ
る血管描出画像と著しく類似していた。従って、ウ
マにおいてもヒト同様に新生血管が疼痛に関わる
メカニズムが存在することが考えられた。
　競技馬は前肢の屈腱や繋靭帯に損傷を起こしや
すく、一旦発症すると、組織は脆弱となり再発しや
すい。また、選択される治療が経験に基づく温存療
法のみであることも多い。その一方、ヒトでは新生
血管を伴う腱の損傷部に血管を梗塞させる硬化物
質を投与することで、運動中の疼痛を緩和できた
とする研究が報告されているため、同様の治療を
ウマにおいても検討する余地がある。

慢性損傷腱における超音波カラードップラー法を
用いた新生血管の描出について

NeovascuIarisation in chronic tendon injuries detected with colour Doppler ultrasound
in horse and man: implications for research and treatment 

Mads Kristoffersen, Lars Öhberg, Christopher Johnston, Håkan AIfredson
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2005) 13: 505- 508

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　田村周久

要約

　近年、慢性的な疼痛を有するヒトアキレス腱の超音波検査および免疫組織学的な研究において、神経
血管系が腱の内側に向かって増殖することと腱の疼痛に関連があることが示された。慢性的に脆弱な
状態となったウマの腱は、その治療が非常に難しいことがよく知られているが、疼痛に関する調査は科
学的に明確になっていない。今回の研究では、3ヶ月以上にわたって慢性腱炎の状態である10頭のウマ
と、その対照群として健康で無症状の6頭のウマにBモードとカラードップラーによる超音波検査を実
施した。慢性腱炎である全ての腱において、腱組織構造が変化している部分に新生血管が認められた
が、対照群では認められなかった。ウマの腱に観察された新生血管は、慢性的な疼痛を有するヒトアキ
レス腱炎に観察された血管と類似していた。これらの所見は、ヒトの慢性的なアキレス腱炎の治療方法
として有望な結果が示されている硬化物質 (訳者注；薬品名ポリドカノール、細い血管を線維化させ梗
塞させる作用がある) の投与を、ウマにおいても調査する動機を与える。
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イントロダクション
　競技馬において、腱炎は発症しやすい重大な疾
患であり、治療は難しく、能力の低下および早期引
退の原因になる。診断には超音波検査が用いられ
ている。また、ウマ屈腱および繋靭帯の慢性的な損
傷部には血管系の変化が組織学的に認められてい
る。腱に慢性的な疼痛を有するヒトでは、器質的な
病変がある腱の領域に新生血管および神経ペプチ
ドの存在が確認されている。これより神経原性の
炎症があると考えられている。これらの研究は、ヒ
トおよびウマの腱に関する新たな治療または病因
病態学的な解明につながる可能性がある。本研究

の目的は、症状を有するウマと無症状のウマ(対
照)に対して、その屈腱および繋靭帯中の血管を超
音波カラードップラーによって明らかにすること
である。

材料と方法
ウマ
　浅屈腱(5頭)、深屈腱支持靱帯(2頭)または繋靭帯
(3頭)にそれぞれ慢性的な炎症を有する合計10頭
のウマと、健康で跛行を呈さず、下肢部に腫脹など
の異常が認められない6頭の健康なウマを用い
た。

超音波検査およびカラードップラー法
　超音波検査前に鎮静剤を用い、屈腱部の毛刈り
および洗浄を実施した。超音波検査には超音波ゼ
リーおよび10-13MHzのリニアプローブを用い、
縦断像および横断像で組織構造を撮像した。カ
ラードップラー検査は脚を持ち上げて腱を弛緩し
た状態で実施し、少なくとも30秒間の静止を保っ
たまま外側、中央部、内側をそれぞれ検査した。

結果
Bモード
　全ての損傷腱において、局所の腫脹、不均質な腱
線維配列、局所的なエコー輝度の低下が観察され
た。健康な対照群の腱には異常が認められなかっ
た。

カラードップラー
　慢性損傷の腱では、Bモードにおいて新生したと
考えられる毛細血管が異常のある領域に存在して
いた。健康な対照群では血管は全く見えなかった。
ウマの腱で観察された血管の所見は、慢性的な疼
痛を有するヒトアキレス腱の血管の所見と非常に
類似していた。

考察
　本調査では、慢性的な疼痛を有するヒトの腱と
同様に、ウマの腱の器質的に変化が認められる部

位にも新生血管を認めた。
　ウマの損傷腱における血管の変化は組織学的検
査で示されていたが、カラードップラー法を用い
て生馬の腱で血管を描出したことは、これが初め
ての報告だと考えられる。ウマおよびヒトの慢性
的に損傷した腱において類似した血管構築が観察
されたことから、両者の対比的研究により腱の疼
痛や病的メカニズムの解明につながる可能性があ
る。
　ヒトでは血管が存在しない部位には疼痛もない
ことから、慢性的な疼痛を有する腱に観察される
新生血管は、疼痛に関わる重要な因子だと思われ
る。超音波検査およびカラードップラー法によっ
て描出されたウマの慢性腱炎の血管描出画像は、
ヒトの慢性的な炎症があるアキレス腱で認められ
る血管描出画像と著しく類似していた。従って、ウ
マにおいてもヒト同様に新生血管が疼痛に関わる
メカニズムが存在することが考えられた。
　競技馬は前肢の屈腱や繋靭帯に損傷を起こしや
すく、一旦発症すると、組織は脆弱となり再発しや
すい。また、選択される治療が経験に基づく温存療
法のみであることも多い。その一方、ヒトでは新生
血管を伴う腱の損傷部に血管を梗塞させる硬化物
質を投与することで、運動中の疼痛を緩和できた
とする研究が報告されているため、同様の治療を
ウマにおいても検討する余地がある。
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文 献 紹 介

　この論文は、文明化され、人工照明やエアコンに
より暗闇や暑さ寒さを駆逐したヒトにおいても、
生理的反応に季節の影響を受けることを示してい
る。ここで示された生理的および免疫的機能にお
ける季節変動は、日長時間の季節差が大きい高緯
度のアイスランドにおいては、大きくなかったこ
とから、日長時間のみにより生じているわけでは
ないことが推測され、気温などの気候やその環境
における感染症の原因微生物の活動状況が影響し
ていると考察されていた。
　ウマは、家畜化されたとはいえ、日長時間の影響

を受ける長日性繁殖動物である。さらに野外で飼
育されているために外気温の影響を受け、飼料も
新鮮な牧草を摂取できる春から秋にかけてと、主
に乾草を摂取する冬とでは構成が大きく異なる。
そのため、ウマにおいても生理的および免疫的機
能などは、季節により変動していると推測され、競
走能力も影響を受けているのではないかと考えら
れた。

広範囲の季節的な遺伝子発現は、ヒトの免疫および
生理において周年性の変化を示す

Widespread seasonal gene expression reveals annual differences in human immunity and physiology
Xaquin Castro Dopico, Marina Evangelou, Ricardo C. Ferreira, Hui Guo, 

Marcin L. Pekalski, Deborah J. Smyth, Nicholas Cooper, Oliver S. Burren, Anthony J. Fulford, 
Branwen J. Hennig, Andrew M. Prentice, Anette-G. Ziegler Ezio Bonifacio, Chris Wallace & John A. Todd

NATURE COMMUNICATIONS DOI: 10.1038/ncomms8000

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋敏之

要約

　多くの病気や生理学的な過程は1年の周期性を示すが、季節的な変化はヒトの組織機能や健康に関係
する要素だとほとんど考えられていない。我々は、白血球および脂肪組織において、タンパク質をコー
ドするmRNAの4,000以上が、欧州とオセアニアでは逆のパターンで季節的な変化をすることを解明し
た。我々は、また、血液の細胞構成が季節により異なることを解明した。英国とガンビア（アフリカ北西
部）において異なるこれらの変化は、遺伝子発現の周期性を説明できる可能性がある。組織機能に関し
ては、欧州の冬において、免疫機能は広範囲の炎症性転写状態にあり、冬に発症率がピークを示す心臓
血管疾患、精神病、自己免疫疾患などの危険性バイオマーカーである、可溶性IL-6レセプターおよびC反
応性タンパクのレベルが増加する。このように概年リズムは、ヒトの生理や疾患の様々な面に関係する
ものとして、さらに調査される必要がある。
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文 献 紹 介

要旨
　左右対称な肢遠位部の形は、良好なパフォーマ
ンスに必要な重要な前提条件であり、非対称また
は不同蹄は跛行を起こす重要な増強因子だとしば
しば仮定される。集団として考えた場合、不同蹄の
ウマは、上級レベルの試合から早期に引退するこ
とが示されているが、バイオメカニクス的な影響
については知られていない。この研究の目的は、不
同蹄のウマにおける機能的な動作の非対称性を均
等な蹄のウマと比較することである。
　蹄における力および肢遠位部の動作は速歩にお
いて34頭のウマから集められた。背側蹄壁角度
は、ウマを不同蹄（前肢蹄の角度が1.5°以上異な
る）と均等な蹄の群に分けること、および個々の蹄
をfla t（蹄角度50°未満）、med i um（蹄角度
50-55°）、またはupright（蹄角度55°以上）に分
かることに利用された。機能的な力学の数値を
MANOVAおよびANOVAにより、不同蹄および均
等な蹄の間で比較した。機能的な力学の数値に対
する前肢蹄間の蹄角度の相違および蹄角度の絶対
値による相対的な影響については、重回帰分析に
より分析した（P < 0.05）。
　不同蹄のウマにおいては、flatな方の蹄において
有意に大きな最大水平制動力および最大垂直床反
力を示し、有意に大きな球節垂直方向変位および

より柔軟な球節の動きを示した。Steep（蹄角度が
大きい）な蹄では、蹄角度と制動力と推進力の切り
替わるタイミングが直線的な関係を示した。
　個々の馬における個々の蹄の形状よりも、両前
肢間の形態的な相違は荷重特性に対してより重要
であった。不同蹄の前肢蹄間における垂直方向力
と制動力の相違は、病的な要素のない非対称な荷
重パターン、もしくはsteepな（蹄角度の大きい）蹄
における病的な潜在的な跛行であると解釈でき
る。
　蹄の形状については、得意とする馬場の種類や
馬場状態との関係性がいわれることもあるが、力
学的な特性についての報告は少ない。この論文で
は、着地時における蹄の力学的特性および球節沈
下の程度などについて、不同蹄における左右差や
個々の蹄の蹄角度による影響などの比較を行って
いた。その結果、個々の蹄の形状により、蹄の力学
的特性に差は見られなかったが、不同蹄のウマで
は有意な左右差が見られた。著者らは、不同蹄によ
る左右差を病的でない非対称性または疾患に繋が
る跛行のどちらの可能性もあると考察していた。
しかし、不同蹄において見られた左右差は、有意で
はあるが相違の程度は非常に小さいこと、測定対
象となった34頭のうち、均等な蹄のウマは7頭し
かいなかったことから、私は病的な状態ではなく、

通常見れらる非対称性ではないかと考えた。また、
蹄にかかる垂直方向床反力や左右動作の非対称性
などを指標として跛行診断を行うシステムは多数
開発されているが、不同蹄のウマの割合が高く、蹄

形状の左右差が対称性に影響することから、跛行
診断を実施する際には、不同蹄に注意する必要が
あると考えられた。

個々の乗用馬における速歩の対称性に対する
前肢不同蹄の運動機能への影響

Functional Locomotor Consequences of Uneven Forefeet for Trot Symmetry in Individual Riding Horse
Nathan Wiggers, Sandra L. P. Nauwelaerts, Sarah Jane Hobbs, Sophie Bool

Claudia F. Wolschrijn, Willem Back
PLoS One, 2015. 10(2): e0114836.

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋敏之
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要旨
　左右対称な肢遠位部の形は、良好なパフォーマ
ンスに必要な重要な前提条件であり、非対称また
は不同蹄は跛行を起こす重要な増強因子だとしば
しば仮定される。集団として考えた場合、不同蹄の
ウマは、上級レベルの試合から早期に引退するこ
とが示されているが、バイオメカニクス的な影響
については知られていない。この研究の目的は、不
同蹄のウマにおける機能的な動作の非対称性を均
等な蹄のウマと比較することである。
　蹄における力および肢遠位部の動作は速歩にお
いて34頭のウマから集められた。背側蹄壁角度
は、ウマを不同蹄（前肢蹄の角度が1.5°以上異な
る）と均等な蹄の群に分けること、および個々の蹄
をfla t（蹄角度50°未満）、med i um（蹄角度
50-55°）、またはupright（蹄角度55°以上）に分
かることに利用された。機能的な力学の数値を
MANOVAおよびANOVAにより、不同蹄および均
等な蹄の間で比較した。機能的な力学の数値に対
する前肢蹄間の蹄角度の相違および蹄角度の絶対
値による相対的な影響については、重回帰分析に
より分析した（P < 0.05）。
　不同蹄のウマにおいては、flatな方の蹄において
有意に大きな最大水平制動力および最大垂直床反
力を示し、有意に大きな球節垂直方向変位および

より柔軟な球節の動きを示した。Steep（蹄角度が
大きい）な蹄では、蹄角度と制動力と推進力の切り
替わるタイミングが直線的な関係を示した。
　個々の馬における個々の蹄の形状よりも、両前
肢間の形態的な相違は荷重特性に対してより重要
であった。不同蹄の前肢蹄間における垂直方向力
と制動力の相違は、病的な要素のない非対称な荷
重パターン、もしくはsteepな（蹄角度の大きい）蹄
における病的な潜在的な跛行であると解釈でき
る。
　蹄の形状については、得意とする馬場の種類や
馬場状態との関係性がいわれることもあるが、力
学的な特性についての報告は少ない。この論文で
は、着地時における蹄の力学的特性および球節沈
下の程度などについて、不同蹄における左右差や
個々の蹄の蹄角度による影響などの比較を行って
いた。その結果、個々の蹄の形状により、蹄の力学
的特性に差は見られなかったが、不同蹄のウマで
は有意な左右差が見られた。著者らは、不同蹄によ
る左右差を病的でない非対称性または疾患に繋が
る跛行のどちらの可能性もあると考察していた。
しかし、不同蹄において見られた左右差は、有意で
はあるが相違の程度は非常に小さいこと、測定対
象となった34頭のうち、均等な蹄のウマは7頭し
かいなかったことから、私は病的な状態ではなく、

通常見れらる非対称性ではないかと考えた。また、
蹄にかかる垂直方向床反力や左右動作の非対称性
などを指標として跛行診断を行うシステムは多数
開発されているが、不同蹄のウマの割合が高く、蹄

形状の左右差が対称性に影響することから、跛行
診断を実施する際には、不同蹄に注意する必要が
あると考えられた。
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第29回インフルエンザ研究者交流の会

「インフルエンザを「疫学」で評価する：手法の適用
とその実際」
座長　福島若葉（大阪市立大学）、加瀬哲男（大阪府
立公衆衛生研究所）

シンポジスト　　　　　原めぐみ（佐賀大学）
福島若葉（大阪市立大学）
大藤さとこ（大阪市立大学）

コメンテーター　廣田良夫（医療法人相生会）

　感染症を含むあらゆる疾病のリスク要因、予防
法あるいは治療法は、対象を集団として解析した
上で、秩序を見出し、当該疾病への対処法を考えな
ければならない。このような学問領域のことを「疫
学」という。インフルエンザワクチンの有効性につ
いても、当然、この疫学により評価されるべきでは
あるが、日本では、様々な理由により誤って導かれ
た結論が、妥当性が吟味される科学論文とは異な
る形態で公表され独り歩きし、混乱を招いている
現状がある。
　インフルエンザワクチンの有効性に関する疫学
調査を困難なものにする一つとして、多くの人が
既に抗体を有しているため、抗体陰性の者に限定
しようとすると標本数が小さくなってしまうこと
があげられる。そこで、標本数を増やすため、調査
対象地域を拡大すると、地域ごとの流行状況の違
いが交絡するため、結果の解釈が困難になるジレ
ンマが生じる。また、対象者の衛生習慣（手洗い・嗽
などをこまめにする/しないなど）や同居家族の構
成なども、接種群および未接種群との間で偏りが
あると結果に影響する可能性がある。さらには、調
査年度におけるワクチン株と流行株との抗原性の
一致度が結果に影響するので、単年度での調査で
は不十分であるという問題も存在する。以上のよ
うな方法論上の困難を克服するためには、相当の
綿密さと規模をもって研究される必要がある。し
かしながら、インフルエンザというものが比較的

「身近」なものであることもあり、安易にワクチン
の有効性評価の対象として取り組まれてきた過去
が存在する。
　分析疫学の代表的な手法であるコーホート研究
（前向きな調査）をする場合、まず、電話や郵便など
でアンケートへの調査協力者を募り、協力を名乗
り出た者には、以後、調査終了まで、繰り返し質問
へ返答してもらうのが基本的な形である。一見、単
純そうではあるが、上記のような様々な結果を歪
ませる要素を排除するためには、最初に、数万人の
規模で協力者を探す必要があるそうである。仮に、
3万人に協力依頼の手紙(120円/1通)を送り、その
内、2万人が調査に同意することを示す書類を返
送し(120円/1通)、その同意者に対して電話（17円
/6分, 市内固定電話として）をかけて質問した場
合、人件費を除いた通信費だけで約620万円が必
要になる。また、昨今は、個人情報保護に対する関
心の高まりも、同種の調査研究の困難さを増す要
因となるであろう。一方、協力医療機関を定めて、
後ろ向きに調べるケースコントロール研究の場
合、コストや労力がコーホート研究よりも節約さ
れる。しかしながら、臨床の現場においては、イン
フルエンザを診断する過程で症状の軽重から、検
査の要否を判断してしまうなどの交絡がコーホー
ト研究よりも大きく結論に影響を与える危険性を
はらんでいる。
　以上の困難さを踏まえ、日本における疫学研究
の専門家である廣田良夫氏（医療法人相生会　臨
床疫学センター）は、「インフルエンザワクチンの
有効性に関する疫学研究を行う場合には、必ず疫
学者と組むようにしてほしい。」と述べていたこと
が、大変印象に残った。
　
○最近のインフルエンザ流行株の性状と次シーズ
ンのワクチン株について

小田切孝人（国立感染症研究所）

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

　上述したように、インフルエンザワクチンの有
効性は、ワクチン株と流行株との抗原性が一致す
るか否かにより影響を受ける。そこで、世界保健機
構（WHO）では、6か所のCollaborating Centres 
(CC)と4か所のEssential Regulatory Laboratories
が中心となって世界中の流行株の抗原性を解析
し、ワクチン製造用として推奨する株を定めてい
る。日本の国立感染症研究所は、そのどちらにも指
定されている。しかしながら、これらの指定は、一
度なれば継続されるというものではなく、ある一
定の基準を満たしているか否かを定期的に査定さ
れるそうである。これらの指定から外されてしま
うと、様々な情報の入手が遅れる可能性があるこ
とから、演者らは日本人の健康を守る上で極めて
重要な役割を果たしている。
　来シーズン（2015/2016）における大きな変化
としては、3価ワクチンから4価ワクチンに変更さ
れることがあげられる。これは、B型インフルエン
ザの流行が、山形系統とビクトリア系統の2系統
が混在して流行していることに対応するため、B型
の両系統をワクチンに含めることにしたことによ
る。1株あたりの抗原量は、これまでの3価ワクチ
ンと変わらない予定とのことであった。
　H1N1pdmは、系統樹では様々な変化がみられ
るものの、抗原性の変化は殆どなく、来シーズンも
引き続き2009年の分離株由来のものを使用して

ワクチン製造される予定とのことであった。
H3N2については、近年、通常の抗原性の変化がみ
られるだけでなく、発育鶏卵への馴化過程におけ
る抗原性の変化や、血球凝集作用を示すノイラミ
ニダーゼを持つ株が多く分離されるようになって
きた。前者の問題ついては、細胞培養ワクチンの開
発により対応する方向で鋭意研究が行われている
（馬インフルエンザ（H3N8）の場合、逆に、細胞馴
化により抗原変異が生じやすいことが過去に報告
されている。）。一方、後者の問題については、筆者
が2009 - 2 0 1 0年に留学した英国の研究所
（National Institute for Medical Research, 現、
Francis Crick Institute）が初めて報告したもので
ある。当時は、その特徴を持った株は、欧州のみで
流行していた。英国では、試薬にオセルタミビル
（ノイラミニダーゼ阻害薬）を添加することによ
り、血球凝集抑制（HI）試験を行っていた。しかし、
日本の昨年の分離株では、オセルタミビルを加え
ると、HI試験に必要な力価を示さない株が9割以
上を占めてしまうことから、中和試験により対処
しているとのことであった。しかしながら、HI試験
の4から5倍もの時間が必要であることから、対応
に苦慮しているそうである。冒頭示したように、
CCとしての義務を果たすためには、調査の規模を
落とすわけにはいかないのであろう。

（山中隆史）
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「インフルエンザを「疫学」で評価する：手法の適用
とその実際」
座長　福島若葉（大阪市立大学）、加瀬哲男（大阪府
立公衆衛生研究所）

シンポジスト　　　　　原めぐみ（佐賀大学）
福島若葉（大阪市立大学）
大藤さとこ（大阪市立大学）

コメンテーター　廣田良夫（医療法人相生会）

　感染症を含むあらゆる疾病のリスク要因、予防
法あるいは治療法は、対象を集団として解析した
上で、秩序を見出し、当該疾病への対処法を考えな
ければならない。このような学問領域のことを「疫
学」という。インフルエンザワクチンの有効性につ
いても、当然、この疫学により評価されるべきでは
あるが、日本では、様々な理由により誤って導かれ
た結論が、妥当性が吟味される科学論文とは異な
る形態で公表され独り歩きし、混乱を招いている
現状がある。
　インフルエンザワクチンの有効性に関する疫学
調査を困難なものにする一つとして、多くの人が
既に抗体を有しているため、抗体陰性の者に限定
しようとすると標本数が小さくなってしまうこと
があげられる。そこで、標本数を増やすため、調査
対象地域を拡大すると、地域ごとの流行状況の違
いが交絡するため、結果の解釈が困難になるジレ
ンマが生じる。また、対象者の衛生習慣（手洗い・嗽
などをこまめにする/しないなど）や同居家族の構
成なども、接種群および未接種群との間で偏りが
あると結果に影響する可能性がある。さらには、調
査年度におけるワクチン株と流行株との抗原性の
一致度が結果に影響するので、単年度での調査で
は不十分であるという問題も存在する。以上のよ
うな方法論上の困難を克服するためには、相当の
綿密さと規模をもって研究される必要がある。し
かしながら、インフルエンザというものが比較的

「身近」なものであることもあり、安易にワクチン
の有効性評価の対象として取り組まれてきた過去
が存在する。
　分析疫学の代表的な手法であるコーホート研究
（前向きな調査）をする場合、まず、電話や郵便など
でアンケートへの調査協力者を募り、協力を名乗
り出た者には、以後、調査終了まで、繰り返し質問
へ返答してもらうのが基本的な形である。一見、単
純そうではあるが、上記のような様々な結果を歪
ませる要素を排除するためには、最初に、数万人の
規模で協力者を探す必要があるそうである。仮に、
3万人に協力依頼の手紙(120円/1通)を送り、その
内、2万人が調査に同意することを示す書類を返
送し(120円/1通)、その同意者に対して電話（17円
/6分, 市内固定電話として）をかけて質問した場
合、人件費を除いた通信費だけで約620万円が必
要になる。また、昨今は、個人情報保護に対する関
心の高まりも、同種の調査研究の困難さを増す要
因となるであろう。一方、協力医療機関を定めて、
後ろ向きに調べるケースコントロール研究の場
合、コストや労力がコーホート研究よりも節約さ
れる。しかしながら、臨床の現場においては、イン
フルエンザを診断する過程で症状の軽重から、検
査の要否を判断してしまうなどの交絡がコーホー
ト研究よりも大きく結論に影響を与える危険性を
はらんでいる。
　以上の困難さを踏まえ、日本における疫学研究
の専門家である廣田良夫氏（医療法人相生会　臨
床疫学センター）は、「インフルエンザワクチンの
有効性に関する疫学研究を行う場合には、必ず疫
学者と組むようにしてほしい。」と述べていたこと
が、大変印象に残った。
　
○最近のインフルエンザ流行株の性状と次シーズ
ンのワクチン株について

小田切孝人（国立感染症研究所）

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

第201回つくば病理談話会および
第98回 Joint pathology center (JPC) スライドセミナー

・ウマの心筋、横紋筋および脳幹 (conf.1, no.4)
　症例はウマ、アメリカンクォーターホースの新
生子の雌で、出生直後に呼吸困難を呈した。その
後、自発呼吸が停止し、動物病院への搬送中に死亡
した。肉眼的には口腔粘膜にチアノーゼを認めた。
肺の約 20% は含気していたが、80% は無気肺で
あった。また、右心室心外膜 (房室接合部) に出血
を認めた。組織学的には、骨格筋および心筋線維内
に好塩基性から両染性を呈する無構造物の沈着が
認められた。一部の筋線維には変性あるいは凝固

壊死が観察された。脳幹部の神経細胞内にも、両染
性物質の沈着が認められた。分子生物学的検査で
は、グリコーゲン分枝酵素の一塩基変異が認めら
れた。
　提出者の診断は、「心臓および骨格筋：細胞質内
封入体を伴う多発性、重度の筋原線維の変性」、「脳
幹：細胞質内封入体を伴う神経細胞の軽度変性」で
あった。一方、JCPの診断は「骨格筋：多発性軽度の
横紋筋変性を伴う筋形質内における多数のグリ
コーゲン様封入体」、「心筋：筋形質内における多数

のグリコーゲン様封入体」、「脳幹、灰白質、神経細
胞：細胞質内における少数のグリコーゲン様封入
体」であった。
　グリコーゲン分枝酵素欠損症 (IV型糖原病) は
クォーターホースならびにペイントホースに発生
する致死性、常染色体性の遺伝性疾患である。グリ
コーゲン分枝酵素遺伝子 (GBE1) の102番目の塩
基の置換 (C→A) によって未成熟終始コドンが形
成されるため、罹患馬は酵素を欠損する。クォー
ターホースの 8.3%、ペイントホースの 7.1% がこ
の変異型GBE1 を持っていると報告されている。ま
た、馬の糖原病としてウマ多糖類貯蔵筋症も知ら
れている。ウマ多糖類貯蔵筋症はクォーターホー
スの他に、サラブレッド、アラブやウォームブラッ
ドなどでも報告されている。骨格筋グリコーゲン
生成酵素遺伝子 (GYS1) に生じる点突然変異が原
因となり、骨格筋2型筋線維内にグリコーゲンの
蓄積が認められる。

・シカの皮膚 (conf.4, no2)
　症例は、オジロジカ、メスの若齢個体 (生後1ヶ
月齢未満) である。農場内で削痩、衰弱していると
ころを発見され、銃殺された。解剖時、皮膚は広範
囲にわたって脱毛し、頭部および背部体表には厚

さ 1-2 mm の痂皮の形成が見られた。また、四肢に
は擦過傷が認められ、内臓・皮下脂肪は乏しかっ
た。
　提出者の診断は「皮膚：D e rm a t o p h i l u s  
congolensis と一致する糸状あるいは球状細菌に
よる錯角化、癤、潰瘍を伴う重度、滲出性、痂皮形成
性、好中球性皮膚炎ならびに毛包炎」であった。一
方、JPC では「被毛部皮膚：無数の菌糸様細菌、不全
角化、上皮過形成を伴う重度、瀰漫性、化膿性表皮
炎および毛包炎」と診断された。
　デルマトフィルス症は痂皮形成を伴う滲出性皮
膚炎を主徴とする感染症で、Dermatoph i lus  
congolensis によって引き起こされる。世界各国で
発生し、国内でも北海道や鳥取のサラブレッド種
での発生例がある。D. congolensis 感染の成立に
は、宿主免疫の低下、皮膚バリアの損傷や一定の湿
度などの条件が必要である。細菌検査あるいは病
理組織学的検索では、縦横分裂する分岐を有する
菌糸状細菌を認める。治療法としては、畜体や畜舎
の消毒や抗生剤の投与などが推奨されている。ま
た、外部寄生虫によって媒介されることも多いた
め、これらの駆除は重要な予防策となる。

（越智章仁）

　上述したように、インフルエンザワクチンの有
効性は、ワクチン株と流行株との抗原性が一致す
るか否かにより影響を受ける。そこで、世界保健機
構（WHO）では、6か所のCollaborating Centres 
(CC)と4か所のEssential Regulatory Laboratories
が中心となって世界中の流行株の抗原性を解析
し、ワクチン製造用として推奨する株を定めてい
る。日本の国立感染症研究所は、そのどちらにも指
定されている。しかしながら、これらの指定は、一
度なれば継続されるというものではなく、ある一
定の基準を満たしているか否かを定期的に査定さ
れるそうである。これらの指定から外されてしま
うと、様々な情報の入手が遅れる可能性があるこ
とから、演者らは日本人の健康を守る上で極めて
重要な役割を果たしている。
　来シーズン（2015/2016）における大きな変化
としては、3価ワクチンから4価ワクチンに変更さ
れることがあげられる。これは、B型インフルエン
ザの流行が、山形系統とビクトリア系統の2系統
が混在して流行していることに対応するため、B型
の両系統をワクチンに含めることにしたことによ
る。1株あたりの抗原量は、これまでの3価ワクチ
ンと変わらない予定とのことであった。
　H1N1pdmは、系統樹では様々な変化がみられ
るものの、抗原性の変化は殆どなく、来シーズンも
引き続き2009年の分離株由来のものを使用して

ワクチン製造される予定とのことであった。
H3N2については、近年、通常の抗原性の変化がみ
られるだけでなく、発育鶏卵への馴化過程におけ
る抗原性の変化や、血球凝集作用を示すノイラミ
ニダーゼを持つ株が多く分離されるようになって
きた。前者の問題ついては、細胞培養ワクチンの開
発により対応する方向で鋭意研究が行われている
（馬インフルエンザ（H3N8）の場合、逆に、細胞馴
化により抗原変異が生じやすいことが過去に報告
されている。）。一方、後者の問題については、筆者
が2009 - 2 0 1 0年に留学した英国の研究所
（National Institute for Medical Research, 現、
Francis Crick Institute）が初めて報告したもので
ある。当時は、その特徴を持った株は、欧州のみで
流行していた。英国では、試薬にオセルタミビル
（ノイラミニダーゼ阻害薬）を添加することによ
り、血球凝集抑制（HI）試験を行っていた。しかし、
日本の昨年の分離株では、オセルタミビルを加え
ると、HI試験に必要な力価を示さない株が9割以
上を占めてしまうことから、中和試験により対処
しているとのことであった。しかしながら、HI試験
の4から5倍もの時間が必要であることから、対応
に苦慮しているそうである。冒頭示したように、
CCとしての義務を果たすためには、調査の規模を
落とすわけにはいかないのであろう。

（山中隆史）
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第62回American College of Sports Medicine（ACSM）年次総会

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマのみであり、日本でウ
マの研究を実施しているのはJRAおよびJRAと共
同研究を行っている機関のみといっても過言では
ない。そのような現状から、運動科学研究室の研究
をさらに進めていくにあたって、ヒトのスポーツ
サイエンスの国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学お
よび運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を推進させることをス

ローガンにしている。
　今回の年次総会はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンディエゴに世界中から5,000名を超える
スポーツ医学および運動科学の研究者が集まり、
9名の著名な研究者による基調講演に加え、臨床
医学、トレーニング、バイオメカニクス、糖代謝や
脂肪代謝、スポーツ栄養、筋生理、ミトコンドリア、
遺伝など多岐の分野にわたる85の教育講演、13の
セミナー、60のシンポジウムが開催され、3,500以
上の一般研究が発表された。

以下に競走馬のスポーツ科学研究に参考となる演
題について紹介する。

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

○常圧低酸素下における最大酸素摂取量と最大心
拍数の減少
Decrements in VO2max and Heart Rate Max in 
Normobaric Hypoxia

Hoeh E.A.ら（北ミシガン大学）
　常圧低酸素を利用した間欠的トレーニングは研
究が盛んに行われていると同時に、持久力を向上
させることを目的として一般のアスリートの間に
おいても徐々に浸透し、利用されるようになって
きた。高地でのトレーニングにおいては、血中の酸
素分圧の低下により最大酸素摂取量や最大心拍数
の減少を伴った有酸素運動能力の低下を引き起す
ことが知られている。そこで、本研究においては、
いくつかの酸素濃度による常圧低酸素下の運動が
最大酸素摂取量と最大心拍数に与える影響につい
て検討した。11人の普段から運動を頻繁に行って
いる健常者を被験者とした（23.9 ± 6 .5  歳,  
66.7± 7.3 kg）。運動負荷試験は常圧下、すなわ
ち、海抜0 m付近で吸入酸素濃度を21%（高度0 m
相当）、17.5%（高度1500 m相当）、 14.5% （高度
3000 m相当）および12%（高度4500 m相当）に変
化させて行われた。運動負荷試験は少なくとも2
日間以上の間隔をあけて行われた。酸素摂取量お
よび心拍数は経時的に測定され、疲労困憊になる
まで運動負荷試験は続けられた。結果、最大酸素摂
取量は常圧下の吸入酸素濃度21%と比較して酸素
濃度17.5%では6.36 ± 3.0 ml kg-1 min-1 (10.8%)、 
酸素濃度14.5%では11 ± 4.9 ml kg- 1  min - 1  
(18.8%)、 酸素濃度12.5%では16.3 ± 5.0 ml kg-1 

min-1 (27.8%)減少した。最大酸素摂取量は吸入酸
素濃度21%と比較して、すべての低酸素濃度にお
いて有意に減少した。一方、最大心拍数は常圧下の
吸入酸素濃度21%と比較して酸素濃度17.5%では
4.7 ± 6.1回/分(2.4%)、 酸素濃度14.5%では6.0± 
4.9回/分(3.1%)、濃度12.5%では11.5 ± 4.5回/分
(4.4%)減少した。最大心拍数は、常圧下の吸入酸素
濃度21%と比較して酸素濃度14.5%および12.5%
において有意な減少が認められた。これらのこと
から、常圧低酸素下においてのトレーニングメ
ニュー策定においては、低酸素に由来すると考え
られる最大心拍数の低下を考慮したメニューが必
要であると考えられた。
　常圧低酸素下における最大酸素摂取量の低下は
想像に難くない。一方で、人においては吸入酸素濃
度依存性に最大心拍数の低下が認められた。馬に
おいても、われわれの研究によりわずかであるが
低下することが明らかとなっている。しかし、馬に
おいては濃度による違いは検討されておらず、こ
の点について早急に検討したいと考えている。

○高強度インターバルトレーニングと中等度の持
続的トレーニングの心血管代謝の改善について
High-intensity Interval Training Versus 
Moderate-intensity Continuous Training For 
Improv ing  Card iometabol ic  Measures :  
Six-month Follow-up Study
Robinson E.ら（カナダブリティッシュコロンビア
大学）
　近年、高強度インターバルトレーニングは、伝統
的に行われている中等度の持続的トレーニングよ
りも心血管代謝をより改善することが多く報告さ
れている。しかし、高強度インターバルトレーニン
グと中等度の持続的トレーニングについて、ト
レーニングの効果が長期間に渡って持続している
か否かについての報告はほとんどみられない。そ
こで本研究では、運動習慣のない人に対する高強
度インターバルトレーニングと中等度の持続的ト
レーニングが、心血管代謝に及ぼす影響について
6ヶ月間にわたって調査した。36人の被験者は2群
に分けられ、1群は10日間の高強度インターバル
トレーニング（1分間の85％VO2max強度の運動を

4回から10回）を、もう1群は同じく10日間の中等
度の持続的トレーニング（20 ~ 50分間の60％
VO2max強度の運動）が課せられた。この10日間の
トレーニングは、指導員の下に行われた。10日間
のトレーニング後、各群の被験者は維持トレーニ
ングとして週に3回、10日間のトレーニングメ
ニューと同じメニューを6ヶ月間行った。測定項
目は、血糖値と血中インスリン濃度、最大酸素摂取
量であった。測定項目は、10日間のトレーニング
の前後およびトレーニング1ヶ月後および6ヶ月
後において測定された。その結果、高強度インター
バルトレーニングと中等度の持続的トレーニング
は、トレーニング前後においていずれも最大酸素
摂取量が有意に増加した（運動前1.80 ± 0.4 
L/min、運動後 1.91 ± 0.5 L/min）。それぞれの群
において運動前と比較して最大酸素摂取量の増加
は1ヶ月持続したが、6ヶ月間後まで持続したのは
高強度インターバルトレーニング群のみであっ
た。血糖値や血中インスリン濃度は運動前後にお
いて有意な変化は認められなかった。以上のこと
から高強度インターバルトレーニングは中等度の
持続的トレーニングに比較して短期的な効果だけ
でなく、6ヶ月におよぶ維持トレーニングにおい
ても効果が認められることが明らかとなった。
　高強度インターバルトレーニングは、運動頻度
を落としても比較的長期間、被験者の体力が維持
されることが明らかにされた。競走馬においても
放牧期間などは持続的に運動が行われる場合が多
いが、メニュー策定においては頻度や時間よりも
運動強度を主眼に調整されることが効果的である
と考えられた。

○炭水化物の摂取量の違いによる体内の水分状態
と筋グリコーゲンの回復について
Body Water Status and Muscle Glycogen 
Recovery: Effect of Different Amounts of 
Carbohydrate Intake

Shiose K.（国立スポーツ科学センター）
　骨格筋におけるグリコーゲンは、運動時のエネ
ルギー源として重要であることが知られている。
この筋中のグリコーゲン量は、筋バイオプシーや
13Cを用いた核磁気共鳴分光法などで測定するこ

とができるが、測定方法は煩雑である。一方、1 gの
筋グリコーゲンは1 ~ 3 gの水と結合しているこ
とが知られており、組織の水分量はグリコーゲン
濃度のマーカーとなる可能性がある。組織の水分
は細胞内液や細胞外液として存在するが、非侵襲
的に細胞内液と細胞外液の状態を知ることができ
る方法としては多周波生体電気インピーダンス分
光法が存在する。本研究では、この多周波生体電気
インピーダンス分光法を用いて、高炭水化物食摂
取および低炭水化物食摂取が筋グリコーゲンの回
復に与える影響を体内の水分量の変化により評価
できるかどうかについて実験を行った。グリコー
ゲンを枯渇させるために、自転車エルゴメーター
にて70% VO2max強度の運動を1時間行い、その後
1分間の100% VO2max強度の間欠運動を5本行い、
引き続き100% VO2max強度の運動を疲労困憊ま
で行った。被験者は運動後、カロリーを同じにした
低炭水化物食または高炭水化物食を摂取して、13C
を用いた核磁気共鳴分光法により筋グリコーゲン
の回復を、多周波生体電気インピーダンス分光法
により細胞内液と細胞外液の状態は観察した。そ
の結果、疲労困憊の運動により筋グリコーゲンは
運動前の値と比較して、30.2 ± 15.3%減少した。
高炭水化物食群は運動後12時間の筋グリコーゲ
ンが運動前と比較して82.7 ± 11.5%であり、低炭
水化物食群（64.8 ± 16.7%）より有意に高値を示
した。また、高炭水化物食群は運動後24時間の筋
グリコーゲンについても運動前と比較して100.1 
± 12.9%であり、低炭水化物食群（81.7 ± 21.8%）
より有意に高い値を示した。細胞外液の指標は運
動後4時間において高炭水化物食群が低炭水化物
食群より有意に高く、その後も高炭水化物食群が
高い傾向が認められた。筋グリコーゲンの含量が
多いときに細胞外の指標は上昇したが、筋グリ
コーゲン含量と細胞外液の指標の変化は一致しな
かった。
　多周波生体電気インピーダンス分光法による細
胞外液の測定では筋グリコーゲンが多いほど高い
値が観察された。血糖値など、他の指標との関係は
測定されていないが、グリコーゲン含量と細胞外
液は経時的な変化が一致していないことから直接
的な相関はなさそうである。しかし、トレーニング

後の食事の炭水化物量の違いにより組織液の組成
が変化することは、レース後などの激運動後のコ
ンディショニングに影響すると考えられ、非常に
興味深い発表であった。

(大村　一)

○平地および高地におけるエリートアスリートの
競技力アップのための高地/低酸素トレーニング
Altitude/Hypoxic Training by Elite Athletes for 
Competition at Sea Level and Altitude
R. Chapman（インディアナ大学/米国陸上競技連
盟）
　高地/低酸素トレーニングを考える上で、重要な
原則がいくつかある。１）標高はどのくらいがいい
のか、２）何日間滞在するべきなのか、３）平地にい
つ戻るべきなのか、といったものである。
　まず、どのくらいの標高が高地トレーニングに
適しているのかを調べるために、標高1800 m, 
2100 m, 2500 m, 2800 mの高地のいずれかに滞
在し、標高1250 mでトレーニングするLive  
High-Train Lowモデル（高地に住んで、低地でト
レーニングする）の高地トレーニングを4週間実
施した。3000 m走タイムトライアルのパフォーマ
ンスは高地トレーニング終了直後および2週間後
において、2100 mと2500 mの2群が向上し、その
他の群では変化しなかった。最大酸素摂取量は、
2100 m以上の3群において高地トレーニング終
了直後および2週間後ともに増加した。高地ト
レーニング終了直後は、すべての群の赤血球量が
増加していたが、2週間後にはすべての群におい
てベースラインまで戻っていた。赤血球を増加さ
せる効果のあるエリスロポエチン濃度は、2100 m
以上の3群は高地に移動してから72時間まで、
1800 m群は48時間後までは高いレベルを保って
いたが、それ以降は徐々に低下し、ベースラインま
で戻った。これらの結果から考えると、平地でのパ
フォーマンスを向上させるために4週間の高地ト
レーニング合宿をする際には、2000 mから2500 
mがターゲットの標高となる。
　次に何日間高地に滞在するかであるが、可能で
あれば4週間滞在することが望ましいようだ。ヘ
モグロビン量の推移を見てみると、3週間では

0.3%しか増加しないが、4週間では4.2%増加して
いるという報告がある。
　高地から平地に戻って何日後のパフォーマンス
がベストなのか？という課題には様々な意見があ
る。7 ~ 14日後は良くないが、0 ~ 7日後と14 ~ 25
日後は良いというレビューが比較的多く、17日後
がゴールデンタイムであるという研究者もいる。
高地から戻って日数を経るほど、赤血球数やヘモ
グロビン量のような血液学的要素は効果が減少し
てくるが、平地でしっかりとトレーニングするこ
とによって、神経や筋に関する要素は改善されて
くるため（高地トレーニングではトレーニングの
質や量が低下しやすいと言われている）、14日以
降も良い時期とされているようだ。演者の個人的
意見としては、平地に戻って2 ~ 3日後までは特に
マラソンのような長距離競技に適しており、4 ~ 
12日後は良くない期間であり、13日以降は5000 
mのような中距離競技に向いていると述べてい
る。
　我々も2010 ~ 2013年の一般研究において、サ
ラブレッドにおける低酸素トレーニングの効果を
調べた。その結果、サラブレッドにおいても運動パ
フォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが
分かった。その際には酸素濃度15%（標高2500 m
相当）で週3回 x 4週間のトレーニングをし、最後
の低酸素トレーニングから約48時間後に運動負
荷テストを実施した。もちろん、あらかじめ下調べ
をしていたからではあるが、今回の講演でも述べ
られている最適な標高およびトレーニング期間、
平地に戻ってからの最適な日数をすべて満たした
実験条件となっている。今後はこれらの条件から
少し外れても、例えば標高がもう少し低い場合や、
低酸素トレーニングを2週間だけしかしてない場
合、さらには平地に戻って2週間後でも同様に低
酸素トレーニングの効果はあるのかどうかをサラ
ブレッドにおいて調べていきたい。

○運動パフォーマンスにおける暑熱馴化と効果
Heat Acclimation Adaptations and the Influence 
on Exercise Performance

S. Lorenzo（レイクエリー医科大学）
　運動パフォーマンスに気温は大きな影響を及ぼ

す。例えば、最高気温18℃までで実施された2005
年から2013年（2007年以外）のシカゴマラソン優
勝者のタイムは平均2時間6分、完走者の平均タイ
ムは4時間30分だが、最高気温が31℃にまで達し
た2007年は優勝タイムが4％低下し、完走者の平
均タイムは6%低下している。このようなことか
ら、暑い環境下でトレーニングすることによって、
暑熱環境下での運動パフォーマンスを向上させる
ことができるかどうかを調べた。
　気温40℃において、10日間連続で50% VO2max
強度の運動を45分間 x 2セット行ったところ、気
温13℃で同様の運動を実施した場合に比べて、
様々な適応が起こることが分かった（気温13℃の
コントロール群では、トレーニング前と比較して
すべての項目で変化がなかった）。まず血漿量が
7%増加することにより、1回拍出量が増加し、同じ
速度で運動しているときの心拍数が9%低下した。
また、皮膚血流が増加することにより、発汗量が増
加し、運動直後の中心部体温がトレーニング前と
比較して0.5℃低下した。さらに暑熱環境群ではト
レーニング前と比較して、最大酸素摂取量が6%、
乳酸閾値は5%、タイムトライアルのパフォーマン
スが7%向上した。このような結果から、暑熱環境
下でトレーニングすると、より疲労しにくくなり、
運動パフォーマンスが向上することが示唆され
た。
　JRAの競馬にシーズンオフはない。寒い時期も
暑い時期も競馬は開催される。そもそもサラブ
レッドは体の大きな動物であることから、暑さに
は弱いとされている。そのため、暑い時期は早朝の
涼しい時間帯に調教を実施したり、涼しい北海道
にサラブレッドを移動させて調教を継続すること
が多い。もちろんサラブレッドの体調がきちんと
コントロールできるということが前提にはなる
が、あえて過酷な暑熱環境下でトレーニングを実
施することによって、さらなるパフォーマンス向
上を狙うというアプローチも考慮に入れる必要が
あるのかもしれない。また、暑い時期にはレース後
に熱中症になる馬が散見されるが、この暑熱環境
下トレーニングには運動時の体温上昇を抑制する
効果もあるので、熱中症予防にも効果があるかも
しれない。

○低酸素下における5日間のスプリントトレーニ
ングがスプリンターの運動パフォーマンスに与え
る影響
Effect of 5 days of Sprint Training in Hypoxia 
on Exercise Performance in Sprinters

N. Kasaiら（立命館大学）
　低酸素下でのスプリントトレーニングが無酸素
能力を向上させることが、最近報告されている
（Hamlin et al. 2010, Faiss et al. 2013）。さらに演
者らは先行研究において、女性チームスポーツ選
手に低酸素下（酸素濃度14.5%）で4週間の高強度
インターバルトレーニングを行うと、常酸素下で
の同様のトレーニングに比べて、スプリントパ
フォーマンスが向上することを報告している。し
かし、低酸素下スプリントトレーニングの、１）ス
プリンターにおける効果および２）短期間におけ
る効果はまだ確かめられていない。そこで低酸素
下において、5日間連続で実施したスプリントト
レーニングが、スプリンターの運動パフォーマン
スに与える影響を調べることを目的とした。
　12名の男性大学生スプリンターをランダムに
常酸素群と低酸素群に分け、両群の被験者は5日
間連続で（計9回）高強度スプリントトレーニング
をエアロバイクを用いて実施した。低酸素群は酸
素濃度14.5%において、すべてのトレーニングを
行い、常酸素群は同じメニューを酸素濃度20.9%
において実施した。トレーニング期間の前後に10
秒間最大ペダリングテスト、繰り返しスプリント
テスト（6秒最大ペダリング+24秒休憩、5セット）、
30秒間最大ペダリングテストおよび最大酸素摂
取量測定を行った。
　トレーニング後の10秒間最大ペダリングテス
トのパワー出力は、低酸素群でのみ増加した（3.1 
± 0.6 W/kg→3.2 ± 0.5 W/kg, P < 0.05）。繰り返
しスプリントテストにおけるパワー出力の推移は

両群とも同様だったが、1セット目のパワー出力
の増加率は低酸素群の方が高かった（低酸素, 4.0 
± 0.9% vs 常酸素, 1.7 ± 0.5%, P = 0.05）。両群の
最大酸素摂取量に変化はなかった。結論として、低
酸素下における5日間連続の高強度トレーニング
によって、大学生スプリンターのスプリントパ
フォーマンスが向上した。
　前述したように、サラブレッドにおいて4週間
の低酸素トレーニングで運動パフォーマンスや有
酸素能力が向上することを我々は報告している。
しかし低酸素トレーニングは馬にとって苦しいト
レーニングであるため、4週間もトレーニングを
継続していくと、中には食欲が減退して痩せてく
る馬もいる。もし短期間で低酸素トレーニングの
効果を得ることができるのであれば、馬の体調管
理の面から考えると好材料と言える。さすがに5
日間だけでは4週間の低酸素トレーニングと同様
と言えるまでの効果は得られていないが、体調を
崩しやすい馬へのバックアッププランになる可能
性は十分にあるであろう。

（向井和隆）

終わりに
　ACSM年次総会はヨーロッパ、北米をはじめ世
界各国の運動生理研究者が多数参加する重要な学
会である。このような国際会議に参加し、世界中の
研究者と知識を共有し、情報を交換できたことは、
今後の研究を進めてゆく上で非常に有意義だっ
た。特に委託研究を依頼している山口大学宮田教
授や招聘研究を行っているカリフォルニア大学
デービス校ジョーンズ教授とは有意義なディス
カッションを行うことができた。

・ウマの心筋、横紋筋および脳幹 (conf.1, no.4)
　症例はウマ、アメリカンクォーターホースの新
生子の雌で、出生直後に呼吸困難を呈した。その
後、自発呼吸が停止し、動物病院への搬送中に死亡
した。肉眼的には口腔粘膜にチアノーゼを認めた。
肺の約 20% は含気していたが、80% は無気肺で
あった。また、右心室心外膜 (房室接合部) に出血
を認めた。組織学的には、骨格筋および心筋線維内
に好塩基性から両染性を呈する無構造物の沈着が
認められた。一部の筋線維には変性あるいは凝固

壊死が観察された。脳幹部の神経細胞内にも、両染
性物質の沈着が認められた。分子生物学的検査で
は、グリコーゲン分枝酵素の一塩基変異が認めら
れた。
　提出者の診断は、「心臓および骨格筋：細胞質内
封入体を伴う多発性、重度の筋原線維の変性」、「脳
幹：細胞質内封入体を伴う神経細胞の軽度変性」で
あった。一方、JCPの診断は「骨格筋：多発性軽度の
横紋筋変性を伴う筋形質内における多数のグリ
コーゲン様封入体」、「心筋：筋形質内における多数

のグリコーゲン様封入体」、「脳幹、灰白質、神経細
胞：細胞質内における少数のグリコーゲン様封入
体」であった。
　グリコーゲン分枝酵素欠損症 (IV型糖原病) は
クォーターホースならびにペイントホースに発生
する致死性、常染色体性の遺伝性疾患である。グリ
コーゲン分枝酵素遺伝子 (GBE1) の102番目の塩
基の置換 (C→A) によって未成熟終始コドンが形
成されるため、罹患馬は酵素を欠損する。クォー
ターホースの 8.3%、ペイントホースの 7.1% がこ
の変異型GBE1 を持っていると報告されている。ま
た、馬の糖原病としてウマ多糖類貯蔵筋症も知ら
れている。ウマ多糖類貯蔵筋症はクォーターホー
スの他に、サラブレッド、アラブやウォームブラッ
ドなどでも報告されている。骨格筋グリコーゲン
生成酵素遺伝子 (GYS1) に生じる点突然変異が原
因となり、骨格筋2型筋線維内にグリコーゲンの
蓄積が認められる。

・シカの皮膚 (conf.4, no2)
　症例は、オジロジカ、メスの若齢個体 (生後1ヶ
月齢未満) である。農場内で削痩、衰弱していると
ころを発見され、銃殺された。解剖時、皮膚は広範
囲にわたって脱毛し、頭部および背部体表には厚

さ 1-2 mm の痂皮の形成が見られた。また、四肢に
は擦過傷が認められ、内臓・皮下脂肪は乏しかっ
た。
　提出者の診断は「皮膚：D e rm a t o p h i l u s  
congolensis と一致する糸状あるいは球状細菌に
よる錯角化、癤、潰瘍を伴う重度、滲出性、痂皮形成
性、好中球性皮膚炎ならびに毛包炎」であった。一
方、JPC では「被毛部皮膚：無数の菌糸様細菌、不全
角化、上皮過形成を伴う重度、瀰漫性、化膿性表皮
炎および毛包炎」と診断された。
　デルマトフィルス症は痂皮形成を伴う滲出性皮
膚炎を主徴とする感染症で、Dermatoph i lus  
congolensis によって引き起こされる。世界各国で
発生し、国内でも北海道や鳥取のサラブレッド種
での発生例がある。D. congolensis 感染の成立に
は、宿主免疫の低下、皮膚バリアの損傷や一定の湿
度などの条件が必要である。細菌検査あるいは病
理組織学的検索では、縦横分裂する分岐を有する
菌糸状細菌を認める。治療法としては、畜体や畜舎
の消毒や抗生剤の投与などが推奨されている。ま
た、外部寄生虫によって媒介されることも多いた
め、これらの駆除は重要な予防策となる。

（越智章仁）
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　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマのみであり、日本でウ
マの研究を実施しているのはJRAおよびJRAと共
同研究を行っている機関のみといっても過言では
ない。そのような現状から、運動科学研究室の研究
をさらに進めていくにあたって、ヒトのスポーツ
サイエンスの国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学お
よび運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を推進させることをス

ローガンにしている。
　今回の年次総会はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンディエゴに世界中から5,000名を超える
スポーツ医学および運動科学の研究者が集まり、
9名の著名な研究者による基調講演に加え、臨床
医学、トレーニング、バイオメカニクス、糖代謝や
脂肪代謝、スポーツ栄養、筋生理、ミトコンドリア、
遺伝など多岐の分野にわたる85の教育講演、13の
セミナー、60のシンポジウムが開催され、3,500以
上の一般研究が発表された。

以下に競走馬のスポーツ科学研究に参考となる演
題について紹介する。

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

○常圧低酸素下における最大酸素摂取量と最大心
拍数の減少
Decrements in VO2max and Heart Rate Max in 
Normobaric Hypoxia

Hoeh E.A.ら（北ミシガン大学）
　常圧低酸素を利用した間欠的トレーニングは研
究が盛んに行われていると同時に、持久力を向上
させることを目的として一般のアスリートの間に
おいても徐々に浸透し、利用されるようになって
きた。高地でのトレーニングにおいては、血中の酸
素分圧の低下により最大酸素摂取量や最大心拍数
の減少を伴った有酸素運動能力の低下を引き起す
ことが知られている。そこで、本研究においては、
いくつかの酸素濃度による常圧低酸素下の運動が
最大酸素摂取量と最大心拍数に与える影響につい
て検討した。11人の普段から運動を頻繁に行って
いる健常者を被験者とした（23.9 ± 6 .5  歳,  
66.7± 7.3 kg）。運動負荷試験は常圧下、すなわ
ち、海抜0 m付近で吸入酸素濃度を21%（高度0 m
相当）、17.5%（高度1500 m相当）、 14.5% （高度
3000 m相当）および12%（高度4500 m相当）に変
化させて行われた。運動負荷試験は少なくとも2
日間以上の間隔をあけて行われた。酸素摂取量お
よび心拍数は経時的に測定され、疲労困憊になる
まで運動負荷試験は続けられた。結果、最大酸素摂
取量は常圧下の吸入酸素濃度21%と比較して酸素
濃度17.5%では6.36 ± 3.0 ml kg-1 min-1 (10.8%)、 
酸素濃度14.5%では11 ± 4.9 ml kg- 1  min - 1  
(18.8%)、 酸素濃度12.5%では16.3 ± 5.0 ml kg-1 

min-1 (27.8%)減少した。最大酸素摂取量は吸入酸
素濃度21%と比較して、すべての低酸素濃度にお
いて有意に減少した。一方、最大心拍数は常圧下の
吸入酸素濃度21%と比較して酸素濃度17.5%では
4.7 ± 6.1回/分(2.4%)、 酸素濃度14.5%では6.0± 
4.9回/分(3.1%)、濃度12.5%では11.5 ± 4.5回/分
(4.4%)減少した。最大心拍数は、常圧下の吸入酸素
濃度21%と比較して酸素濃度14.5%および12.5%
において有意な減少が認められた。これらのこと
から、常圧低酸素下においてのトレーニングメ
ニュー策定においては、低酸素に由来すると考え
られる最大心拍数の低下を考慮したメニューが必
要であると考えられた。
　常圧低酸素下における最大酸素摂取量の低下は
想像に難くない。一方で、人においては吸入酸素濃
度依存性に最大心拍数の低下が認められた。馬に
おいても、われわれの研究によりわずかであるが
低下することが明らかとなっている。しかし、馬に
おいては濃度による違いは検討されておらず、こ
の点について早急に検討したいと考えている。

○高強度インターバルトレーニングと中等度の持
続的トレーニングの心血管代謝の改善について
High-intensity Interval Training Versus 
Moderate-intensity Continuous Training For 
Improv ing  Card iometabol ic  Measures :  
Six-month Follow-up Study
Robinson E.ら（カナダブリティッシュコロンビア
大学）
　近年、高強度インターバルトレーニングは、伝統
的に行われている中等度の持続的トレーニングよ
りも心血管代謝をより改善することが多く報告さ
れている。しかし、高強度インターバルトレーニン
グと中等度の持続的トレーニングについて、ト
レーニングの効果が長期間に渡って持続している
か否かについての報告はほとんどみられない。そ
こで本研究では、運動習慣のない人に対する高強
度インターバルトレーニングと中等度の持続的ト
レーニングが、心血管代謝に及ぼす影響について
6ヶ月間にわたって調査した。36人の被験者は2群
に分けられ、1群は10日間の高強度インターバル
トレーニング（1分間の85％VO2max強度の運動を

4回から10回）を、もう1群は同じく10日間の中等
度の持続的トレーニング（20 ~ 50分間の60％
VO2max強度の運動）が課せられた。この10日間の
トレーニングは、指導員の下に行われた。10日間
のトレーニング後、各群の被験者は維持トレーニ
ングとして週に3回、10日間のトレーニングメ
ニューと同じメニューを6ヶ月間行った。測定項
目は、血糖値と血中インスリン濃度、最大酸素摂取
量であった。測定項目は、10日間のトレーニング
の前後およびトレーニング1ヶ月後および6ヶ月
後において測定された。その結果、高強度インター
バルトレーニングと中等度の持続的トレーニング
は、トレーニング前後においていずれも最大酸素
摂取量が有意に増加した（運動前1.80 ± 0.4 
L/min、運動後 1.91 ± 0.5 L/min）。それぞれの群
において運動前と比較して最大酸素摂取量の増加
は1ヶ月持続したが、6ヶ月間後まで持続したのは
高強度インターバルトレーニング群のみであっ
た。血糖値や血中インスリン濃度は運動前後にお
いて有意な変化は認められなかった。以上のこと
から高強度インターバルトレーニングは中等度の
持続的トレーニングに比較して短期的な効果だけ
でなく、6ヶ月におよぶ維持トレーニングにおい
ても効果が認められることが明らかとなった。
　高強度インターバルトレーニングは、運動頻度
を落としても比較的長期間、被験者の体力が維持
されることが明らかにされた。競走馬においても
放牧期間などは持続的に運動が行われる場合が多
いが、メニュー策定においては頻度や時間よりも
運動強度を主眼に調整されることが効果的である
と考えられた。

○炭水化物の摂取量の違いによる体内の水分状態
と筋グリコーゲンの回復について
Body Water Status and Muscle Glycogen 
Recovery: Effect of Different Amounts of 
Carbohydrate Intake

Shiose K.（国立スポーツ科学センター）
　骨格筋におけるグリコーゲンは、運動時のエネ
ルギー源として重要であることが知られている。
この筋中のグリコーゲン量は、筋バイオプシーや
13Cを用いた核磁気共鳴分光法などで測定するこ

とができるが、測定方法は煩雑である。一方、1 gの
筋グリコーゲンは1 ~ 3 gの水と結合しているこ
とが知られており、組織の水分量はグリコーゲン
濃度のマーカーとなる可能性がある。組織の水分
は細胞内液や細胞外液として存在するが、非侵襲
的に細胞内液と細胞外液の状態を知ることができ
る方法としては多周波生体電気インピーダンス分
光法が存在する。本研究では、この多周波生体電気
インピーダンス分光法を用いて、高炭水化物食摂
取および低炭水化物食摂取が筋グリコーゲンの回
復に与える影響を体内の水分量の変化により評価
できるかどうかについて実験を行った。グリコー
ゲンを枯渇させるために、自転車エルゴメーター
にて70% VO2max強度の運動を1時間行い、その後
1分間の100% VO2max強度の間欠運動を5本行い、
引き続き100% VO2max強度の運動を疲労困憊ま
で行った。被験者は運動後、カロリーを同じにした
低炭水化物食または高炭水化物食を摂取して、13C
を用いた核磁気共鳴分光法により筋グリコーゲン
の回復を、多周波生体電気インピーダンス分光法
により細胞内液と細胞外液の状態は観察した。そ
の結果、疲労困憊の運動により筋グリコーゲンは
運動前の値と比較して、30.2 ± 15.3%減少した。
高炭水化物食群は運動後12時間の筋グリコーゲ
ンが運動前と比較して82.7 ± 11.5%であり、低炭
水化物食群（64.8 ± 16.7%）より有意に高値を示
した。また、高炭水化物食群は運動後24時間の筋
グリコーゲンについても運動前と比較して100.1 
± 12.9%であり、低炭水化物食群（81.7 ± 21.8%）
より有意に高い値を示した。細胞外液の指標は運
動後4時間において高炭水化物食群が低炭水化物
食群より有意に高く、その後も高炭水化物食群が
高い傾向が認められた。筋グリコーゲンの含量が
多いときに細胞外の指標は上昇したが、筋グリ
コーゲン含量と細胞外液の指標の変化は一致しな
かった。
　多周波生体電気インピーダンス分光法による細
胞外液の測定では筋グリコーゲンが多いほど高い
値が観察された。血糖値など、他の指標との関係は
測定されていないが、グリコーゲン含量と細胞外
液は経時的な変化が一致していないことから直接
的な相関はなさそうである。しかし、トレーニング

後の食事の炭水化物量の違いにより組織液の組成
が変化することは、レース後などの激運動後のコ
ンディショニングに影響すると考えられ、非常に
興味深い発表であった。

(大村　一)

○平地および高地におけるエリートアスリートの
競技力アップのための高地/低酸素トレーニング
Altitude/Hypoxic Training by Elite Athletes for 
Competition at Sea Level and Altitude
R. Chapman（インディアナ大学/米国陸上競技連
盟）
　高地/低酸素トレーニングを考える上で、重要な
原則がいくつかある。１）標高はどのくらいがいい
のか、２）何日間滞在するべきなのか、３）平地にい
つ戻るべきなのか、といったものである。
　まず、どのくらいの標高が高地トレーニングに
適しているのかを調べるために、標高1800 m, 
2100 m, 2500 m, 2800 mの高地のいずれかに滞
在し、標高1250 mでトレーニングするLive  
High-Train Lowモデル（高地に住んで、低地でト
レーニングする）の高地トレーニングを4週間実
施した。3000 m走タイムトライアルのパフォーマ
ンスは高地トレーニング終了直後および2週間後
において、2100 mと2500 mの2群が向上し、その
他の群では変化しなかった。最大酸素摂取量は、
2100 m以上の3群において高地トレーニング終
了直後および2週間後ともに増加した。高地ト
レーニング終了直後は、すべての群の赤血球量が
増加していたが、2週間後にはすべての群におい
てベースラインまで戻っていた。赤血球を増加さ
せる効果のあるエリスロポエチン濃度は、2100 m
以上の3群は高地に移動してから72時間まで、
1800 m群は48時間後までは高いレベルを保って
いたが、それ以降は徐々に低下し、ベースラインま
で戻った。これらの結果から考えると、平地でのパ
フォーマンスを向上させるために4週間の高地ト
レーニング合宿をする際には、2000 mから2500 
mがターゲットの標高となる。
　次に何日間高地に滞在するかであるが、可能で
あれば4週間滞在することが望ましいようだ。ヘ
モグロビン量の推移を見てみると、3週間では

0.3%しか増加しないが、4週間では4.2%増加して
いるという報告がある。
　高地から平地に戻って何日後のパフォーマンス
がベストなのか？という課題には様々な意見があ
る。7 ~ 14日後は良くないが、0 ~ 7日後と14 ~ 25
日後は良いというレビューが比較的多く、17日後
がゴールデンタイムであるという研究者もいる。
高地から戻って日数を経るほど、赤血球数やヘモ
グロビン量のような血液学的要素は効果が減少し
てくるが、平地でしっかりとトレーニングするこ
とによって、神経や筋に関する要素は改善されて
くるため（高地トレーニングではトレーニングの
質や量が低下しやすいと言われている）、14日以
降も良い時期とされているようだ。演者の個人的
意見としては、平地に戻って2 ~ 3日後までは特に
マラソンのような長距離競技に適しており、4 ~ 
12日後は良くない期間であり、13日以降は5000 
mのような中距離競技に向いていると述べてい
る。
　我々も2010 ~ 2013年の一般研究において、サ
ラブレッドにおける低酸素トレーニングの効果を
調べた。その結果、サラブレッドにおいても運動パ
フォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが
分かった。その際には酸素濃度15%（標高2500 m
相当）で週3回 x 4週間のトレーニングをし、最後
の低酸素トレーニングから約48時間後に運動負
荷テストを実施した。もちろん、あらかじめ下調べ
をしていたからではあるが、今回の講演でも述べ
られている最適な標高およびトレーニング期間、
平地に戻ってからの最適な日数をすべて満たした
実験条件となっている。今後はこれらの条件から
少し外れても、例えば標高がもう少し低い場合や、
低酸素トレーニングを2週間だけしかしてない場
合、さらには平地に戻って2週間後でも同様に低
酸素トレーニングの効果はあるのかどうかをサラ
ブレッドにおいて調べていきたい。

○運動パフォーマンスにおける暑熱馴化と効果
Heat Acclimation Adaptations and the Influence 
on Exercise Performance

S. Lorenzo（レイクエリー医科大学）
　運動パフォーマンスに気温は大きな影響を及ぼ

す。例えば、最高気温18℃までで実施された2005
年から2013年（2007年以外）のシカゴマラソン優
勝者のタイムは平均2時間6分、完走者の平均タイ
ムは4時間30分だが、最高気温が31℃にまで達し
た2007年は優勝タイムが4％低下し、完走者の平
均タイムは6%低下している。このようなことか
ら、暑い環境下でトレーニングすることによって、
暑熱環境下での運動パフォーマンスを向上させる
ことができるかどうかを調べた。
　気温40℃において、10日間連続で50% VO2max
強度の運動を45分間 x 2セット行ったところ、気
温13℃で同様の運動を実施した場合に比べて、
様々な適応が起こることが分かった（気温13℃の
コントロール群では、トレーニング前と比較して
すべての項目で変化がなかった）。まず血漿量が
7%増加することにより、1回拍出量が増加し、同じ
速度で運動しているときの心拍数が9%低下した。
また、皮膚血流が増加することにより、発汗量が増
加し、運動直後の中心部体温がトレーニング前と
比較して0.5℃低下した。さらに暑熱環境群ではト
レーニング前と比較して、最大酸素摂取量が6%、
乳酸閾値は5%、タイムトライアルのパフォーマン
スが7%向上した。このような結果から、暑熱環境
下でトレーニングすると、より疲労しにくくなり、
運動パフォーマンスが向上することが示唆され
た。
　JRAの競馬にシーズンオフはない。寒い時期も
暑い時期も競馬は開催される。そもそもサラブ
レッドは体の大きな動物であることから、暑さに
は弱いとされている。そのため、暑い時期は早朝の
涼しい時間帯に調教を実施したり、涼しい北海道
にサラブレッドを移動させて調教を継続すること
が多い。もちろんサラブレッドの体調がきちんと
コントロールできるということが前提にはなる
が、あえて過酷な暑熱環境下でトレーニングを実
施することによって、さらなるパフォーマンス向
上を狙うというアプローチも考慮に入れる必要が
あるのかもしれない。また、暑い時期にはレース後
に熱中症になる馬が散見されるが、この暑熱環境
下トレーニングには運動時の体温上昇を抑制する
効果もあるので、熱中症予防にも効果があるかも
しれない。

○低酸素下における5日間のスプリントトレーニ
ングがスプリンターの運動パフォーマンスに与え
る影響
Effect of 5 days of Sprint Training in Hypoxia 
on Exercise Performance in Sprinters

N. Kasaiら（立命館大学）
　低酸素下でのスプリントトレーニングが無酸素
能力を向上させることが、最近報告されている
（Hamlin et al. 2010, Faiss et al. 2013）。さらに演
者らは先行研究において、女性チームスポーツ選
手に低酸素下（酸素濃度14.5%）で4週間の高強度
インターバルトレーニングを行うと、常酸素下で
の同様のトレーニングに比べて、スプリントパ
フォーマンスが向上することを報告している。し
かし、低酸素下スプリントトレーニングの、１）ス
プリンターにおける効果および２）短期間におけ
る効果はまだ確かめられていない。そこで低酸素
下において、5日間連続で実施したスプリントト
レーニングが、スプリンターの運動パフォーマン
スに与える影響を調べることを目的とした。
　12名の男性大学生スプリンターをランダムに
常酸素群と低酸素群に分け、両群の被験者は5日
間連続で（計9回）高強度スプリントトレーニング
をエアロバイクを用いて実施した。低酸素群は酸
素濃度14.5%において、すべてのトレーニングを
行い、常酸素群は同じメニューを酸素濃度20.9%
において実施した。トレーニング期間の前後に10
秒間最大ペダリングテスト、繰り返しスプリント
テスト（6秒最大ペダリング+24秒休憩、5セット）、
30秒間最大ペダリングテストおよび最大酸素摂
取量測定を行った。
　トレーニング後の10秒間最大ペダリングテス
トのパワー出力は、低酸素群でのみ増加した（3.1 
± 0.6 W/kg→3.2 ± 0.5 W/kg, P < 0.05）。繰り返
しスプリントテストにおけるパワー出力の推移は

両群とも同様だったが、1セット目のパワー出力
の増加率は低酸素群の方が高かった（低酸素, 4.0 
± 0.9% vs 常酸素, 1.7 ± 0.5%, P = 0.05）。両群の
最大酸素摂取量に変化はなかった。結論として、低
酸素下における5日間連続の高強度トレーニング
によって、大学生スプリンターのスプリントパ
フォーマンスが向上した。
　前述したように、サラブレッドにおいて4週間
の低酸素トレーニングで運動パフォーマンスや有
酸素能力が向上することを我々は報告している。
しかし低酸素トレーニングは馬にとって苦しいト
レーニングであるため、4週間もトレーニングを
継続していくと、中には食欲が減退して痩せてく
る馬もいる。もし短期間で低酸素トレーニングの
効果を得ることができるのであれば、馬の体調管
理の面から考えると好材料と言える。さすがに5
日間だけでは4週間の低酸素トレーニングと同様
と言えるまでの効果は得られていないが、体調を
崩しやすい馬へのバックアッププランになる可能
性は十分にあるであろう。

（向井和隆）

終わりに
　ACSM年次総会はヨーロッパ、北米をはじめ世
界各国の運動生理研究者が多数参加する重要な学
会である。このような国際会議に参加し、世界中の
研究者と知識を共有し、情報を交換できたことは、
今後の研究を進めてゆく上で非常に有意義だっ
た。特に委託研究を依頼している山口大学宮田教
授や招聘研究を行っているカリフォルニア大学
デービス校ジョーンズ教授とは有意義なディス
カッションを行うことができた。

図1
第62回American College of Sports Medicine（ACSM）の年次総
会はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市で開催
された。サンディエゴ市はメキシコの隣、カリフォルニアの最
南部にあり、年間を通じて温暖で湿度が低く治安も比較的良い
街である。写真は古くからの繁華街、ガスランプクオーターの
アーチ。

図4
総研の委託研究先である山口大学の宮田教授。日本からも最先
端のスポーツ科学に関する演題が発表された。

図2
会場となったサンディエゴコンベンションセンター。3500を
超える演題と5000人以上が参加するため全米屈指の広さの会
場が使用されている。

図3
現在、総研と招聘研究を行っているカリフォルニア大学デービ
ス校ジョーンズ教授との記念撮影。ジョーンズ教授は「比較動
物生理学的観点から見た疲労」と題して、50分間のチュートリ
アルレクチャーを講演した。人や馬を含めた様々なほ乳類のエ
ネルギー代謝は同じ計算式で導き出されることなど生物間の
比較とその共通性についてレクチャーが行われた。動物の研究
者のみならず多くの人の研究者が聴講していた。
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　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマのみであり、日本でウ
マの研究を実施しているのはJRAおよびJRAと共
同研究を行っている機関のみといっても過言では
ない。そのような現状から、運動科学研究室の研究
をさらに進めていくにあたって、ヒトのスポーツ
サイエンスの国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学お
よび運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を推進させることをス

ローガンにしている。
　今回の年次総会はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンディエゴに世界中から5,000名を超える
スポーツ医学および運動科学の研究者が集まり、
9名の著名な研究者による基調講演に加え、臨床
医学、トレーニング、バイオメカニクス、糖代謝や
脂肪代謝、スポーツ栄養、筋生理、ミトコンドリア、
遺伝など多岐の分野にわたる85の教育講演、13の
セミナー、60のシンポジウムが開催され、3,500以
上の一般研究が発表された。

以下に競走馬のスポーツ科学研究に参考となる演
題について紹介する。

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

○常圧低酸素下における最大酸素摂取量と最大心
拍数の減少
Decrements in VO2max and Heart Rate Max in 
Normobaric Hypoxia

Hoeh E.A.ら（北ミシガン大学）
　常圧低酸素を利用した間欠的トレーニングは研
究が盛んに行われていると同時に、持久力を向上
させることを目的として一般のアスリートの間に
おいても徐々に浸透し、利用されるようになって
きた。高地でのトレーニングにおいては、血中の酸
素分圧の低下により最大酸素摂取量や最大心拍数
の減少を伴った有酸素運動能力の低下を引き起す
ことが知られている。そこで、本研究においては、
いくつかの酸素濃度による常圧低酸素下の運動が
最大酸素摂取量と最大心拍数に与える影響につい
て検討した。11人の普段から運動を頻繁に行って
いる健常者を被験者とした（23.9 ± 6 .5  歳,  
66.7± 7.3 kg）。運動負荷試験は常圧下、すなわ
ち、海抜0 m付近で吸入酸素濃度を21%（高度0 m
相当）、17.5%（高度1500 m相当）、 14.5% （高度
3000 m相当）および12%（高度4500 m相当）に変
化させて行われた。運動負荷試験は少なくとも2
日間以上の間隔をあけて行われた。酸素摂取量お
よび心拍数は経時的に測定され、疲労困憊になる
まで運動負荷試験は続けられた。結果、最大酸素摂
取量は常圧下の吸入酸素濃度21%と比較して酸素
濃度17.5%では6.36 ± 3.0 ml kg-1 min-1 (10.8%)、 
酸素濃度14.5%では11 ± 4.9 ml kg- 1  min - 1  
(18.8%)、 酸素濃度12.5%では16.3 ± 5.0 ml kg-1 

min-1 (27.8%)減少した。最大酸素摂取量は吸入酸
素濃度21%と比較して、すべての低酸素濃度にお
いて有意に減少した。一方、最大心拍数は常圧下の
吸入酸素濃度21%と比較して酸素濃度17.5%では
4.7 ± 6.1回/分(2.4%)、 酸素濃度14.5%では6.0± 
4.9回/分(3.1%)、濃度12.5%では11.5 ± 4.5回/分
(4.4%)減少した。最大心拍数は、常圧下の吸入酸素
濃度21%と比較して酸素濃度14.5%および12.5%
において有意な減少が認められた。これらのこと
から、常圧低酸素下においてのトレーニングメ
ニュー策定においては、低酸素に由来すると考え
られる最大心拍数の低下を考慮したメニューが必
要であると考えられた。
　常圧低酸素下における最大酸素摂取量の低下は
想像に難くない。一方で、人においては吸入酸素濃
度依存性に最大心拍数の低下が認められた。馬に
おいても、われわれの研究によりわずかであるが
低下することが明らかとなっている。しかし、馬に
おいては濃度による違いは検討されておらず、こ
の点について早急に検討したいと考えている。

○高強度インターバルトレーニングと中等度の持
続的トレーニングの心血管代謝の改善について
High-intensity Interval Training Versus 
Moderate-intensity Continuous Training For 
Improv ing  Card iometabol ic  Measures :  
Six-month Follow-up Study
Robinson E.ら（カナダブリティッシュコロンビア
大学）
　近年、高強度インターバルトレーニングは、伝統
的に行われている中等度の持続的トレーニングよ
りも心血管代謝をより改善することが多く報告さ
れている。しかし、高強度インターバルトレーニン
グと中等度の持続的トレーニングについて、ト
レーニングの効果が長期間に渡って持続している
か否かについての報告はほとんどみられない。そ
こで本研究では、運動習慣のない人に対する高強
度インターバルトレーニングと中等度の持続的ト
レーニングが、心血管代謝に及ぼす影響について
6ヶ月間にわたって調査した。36人の被験者は2群
に分けられ、1群は10日間の高強度インターバル
トレーニング（1分間の85％VO2max強度の運動を

4回から10回）を、もう1群は同じく10日間の中等
度の持続的トレーニング（20 ~ 50分間の60％
VO2max強度の運動）が課せられた。この10日間の
トレーニングは、指導員の下に行われた。10日間
のトレーニング後、各群の被験者は維持トレーニ
ングとして週に3回、10日間のトレーニングメ
ニューと同じメニューを6ヶ月間行った。測定項
目は、血糖値と血中インスリン濃度、最大酸素摂取
量であった。測定項目は、10日間のトレーニング
の前後およびトレーニング1ヶ月後および6ヶ月
後において測定された。その結果、高強度インター
バルトレーニングと中等度の持続的トレーニング
は、トレーニング前後においていずれも最大酸素
摂取量が有意に増加した（運動前1.80 ± 0.4 
L/min、運動後 1.91 ± 0.5 L/min）。それぞれの群
において運動前と比較して最大酸素摂取量の増加
は1ヶ月持続したが、6ヶ月間後まで持続したのは
高強度インターバルトレーニング群のみであっ
た。血糖値や血中インスリン濃度は運動前後にお
いて有意な変化は認められなかった。以上のこと
から高強度インターバルトレーニングは中等度の
持続的トレーニングに比較して短期的な効果だけ
でなく、6ヶ月におよぶ維持トレーニングにおい
ても効果が認められることが明らかとなった。
　高強度インターバルトレーニングは、運動頻度
を落としても比較的長期間、被験者の体力が維持
されることが明らかにされた。競走馬においても
放牧期間などは持続的に運動が行われる場合が多
いが、メニュー策定においては頻度や時間よりも
運動強度を主眼に調整されることが効果的である
と考えられた。

○炭水化物の摂取量の違いによる体内の水分状態
と筋グリコーゲンの回復について
Body Water Status and Muscle Glycogen 
Recovery: Effect of Different Amounts of 
Carbohydrate Intake

Shiose K.（国立スポーツ科学センター）
　骨格筋におけるグリコーゲンは、運動時のエネ
ルギー源として重要であることが知られている。
この筋中のグリコーゲン量は、筋バイオプシーや
13Cを用いた核磁気共鳴分光法などで測定するこ

とができるが、測定方法は煩雑である。一方、1 gの
筋グリコーゲンは1 ~ 3 gの水と結合しているこ
とが知られており、組織の水分量はグリコーゲン
濃度のマーカーとなる可能性がある。組織の水分
は細胞内液や細胞外液として存在するが、非侵襲
的に細胞内液と細胞外液の状態を知ることができ
る方法としては多周波生体電気インピーダンス分
光法が存在する。本研究では、この多周波生体電気
インピーダンス分光法を用いて、高炭水化物食摂
取および低炭水化物食摂取が筋グリコーゲンの回
復に与える影響を体内の水分量の変化により評価
できるかどうかについて実験を行った。グリコー
ゲンを枯渇させるために、自転車エルゴメーター
にて70% VO2max強度の運動を1時間行い、その後
1分間の100% VO2max強度の間欠運動を5本行い、
引き続き100% VO2max強度の運動を疲労困憊ま
で行った。被験者は運動後、カロリーを同じにした
低炭水化物食または高炭水化物食を摂取して、13C
を用いた核磁気共鳴分光法により筋グリコーゲン
の回復を、多周波生体電気インピーダンス分光法
により細胞内液と細胞外液の状態は観察した。そ
の結果、疲労困憊の運動により筋グリコーゲンは
運動前の値と比較して、30.2 ± 15.3%減少した。
高炭水化物食群は運動後12時間の筋グリコーゲ
ンが運動前と比較して82.7 ± 11.5%であり、低炭
水化物食群（64.8 ± 16.7%）より有意に高値を示
した。また、高炭水化物食群は運動後24時間の筋
グリコーゲンについても運動前と比較して100.1 
± 12.9%であり、低炭水化物食群（81.7 ± 21.8%）
より有意に高い値を示した。細胞外液の指標は運
動後4時間において高炭水化物食群が低炭水化物
食群より有意に高く、その後も高炭水化物食群が
高い傾向が認められた。筋グリコーゲンの含量が
多いときに細胞外の指標は上昇したが、筋グリ
コーゲン含量と細胞外液の指標の変化は一致しな
かった。
　多周波生体電気インピーダンス分光法による細
胞外液の測定では筋グリコーゲンが多いほど高い
値が観察された。血糖値など、他の指標との関係は
測定されていないが、グリコーゲン含量と細胞外
液は経時的な変化が一致していないことから直接
的な相関はなさそうである。しかし、トレーニング

後の食事の炭水化物量の違いにより組織液の組成
が変化することは、レース後などの激運動後のコ
ンディショニングに影響すると考えられ、非常に
興味深い発表であった。

(大村　一)

○平地および高地におけるエリートアスリートの
競技力アップのための高地/低酸素トレーニング
Altitude/Hypoxic Training by Elite Athletes for 
Competition at Sea Level and Altitude
R. Chapman（インディアナ大学/米国陸上競技連
盟）
　高地/低酸素トレーニングを考える上で、重要な
原則がいくつかある。１）標高はどのくらいがいい
のか、２）何日間滞在するべきなのか、３）平地にい
つ戻るべきなのか、といったものである。
　まず、どのくらいの標高が高地トレーニングに
適しているのかを調べるために、標高1800 m, 
2100 m, 2500 m, 2800 mの高地のいずれかに滞
在し、標高1250 mでトレーニングするLive  
High-Train Lowモデル（高地に住んで、低地でト
レーニングする）の高地トレーニングを4週間実
施した。3000 m走タイムトライアルのパフォーマ
ンスは高地トレーニング終了直後および2週間後
において、2100 mと2500 mの2群が向上し、その
他の群では変化しなかった。最大酸素摂取量は、
2100 m以上の3群において高地トレーニング終
了直後および2週間後ともに増加した。高地ト
レーニング終了直後は、すべての群の赤血球量が
増加していたが、2週間後にはすべての群におい
てベースラインまで戻っていた。赤血球を増加さ
せる効果のあるエリスロポエチン濃度は、2100 m
以上の3群は高地に移動してから72時間まで、
1800 m群は48時間後までは高いレベルを保って
いたが、それ以降は徐々に低下し、ベースラインま
で戻った。これらの結果から考えると、平地でのパ
フォーマンスを向上させるために4週間の高地ト
レーニング合宿をする際には、2000 mから2500 
mがターゲットの標高となる。
　次に何日間高地に滞在するかであるが、可能で
あれば4週間滞在することが望ましいようだ。ヘ
モグロビン量の推移を見てみると、3週間では

0.3%しか増加しないが、4週間では4.2%増加して
いるという報告がある。
　高地から平地に戻って何日後のパフォーマンス
がベストなのか？という課題には様々な意見があ
る。7 ~ 14日後は良くないが、0 ~ 7日後と14 ~ 25
日後は良いというレビューが比較的多く、17日後
がゴールデンタイムであるという研究者もいる。
高地から戻って日数を経るほど、赤血球数やヘモ
グロビン量のような血液学的要素は効果が減少し
てくるが、平地でしっかりとトレーニングするこ
とによって、神経や筋に関する要素は改善されて
くるため（高地トレーニングではトレーニングの
質や量が低下しやすいと言われている）、14日以
降も良い時期とされているようだ。演者の個人的
意見としては、平地に戻って2 ~ 3日後までは特に
マラソンのような長距離競技に適しており、4 ~ 
12日後は良くない期間であり、13日以降は5000 
mのような中距離競技に向いていると述べてい
る。
　我々も2010 ~ 2013年の一般研究において、サ
ラブレッドにおける低酸素トレーニングの効果を
調べた。その結果、サラブレッドにおいても運動パ
フォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが
分かった。その際には酸素濃度15%（標高2500 m
相当）で週3回 x 4週間のトレーニングをし、最後
の低酸素トレーニングから約48時間後に運動負
荷テストを実施した。もちろん、あらかじめ下調べ
をしていたからではあるが、今回の講演でも述べ
られている最適な標高およびトレーニング期間、
平地に戻ってからの最適な日数をすべて満たした
実験条件となっている。今後はこれらの条件から
少し外れても、例えば標高がもう少し低い場合や、
低酸素トレーニングを2週間だけしかしてない場
合、さらには平地に戻って2週間後でも同様に低
酸素トレーニングの効果はあるのかどうかをサラ
ブレッドにおいて調べていきたい。

○運動パフォーマンスにおける暑熱馴化と効果
Heat Acclimation Adaptations and the Influence 
on Exercise Performance

S. Lorenzo（レイクエリー医科大学）
　運動パフォーマンスに気温は大きな影響を及ぼ

す。例えば、最高気温18℃までで実施された2005
年から2013年（2007年以外）のシカゴマラソン優
勝者のタイムは平均2時間6分、完走者の平均タイ
ムは4時間30分だが、最高気温が31℃にまで達し
た2007年は優勝タイムが4％低下し、完走者の平
均タイムは6%低下している。このようなことか
ら、暑い環境下でトレーニングすることによって、
暑熱環境下での運動パフォーマンスを向上させる
ことができるかどうかを調べた。
　気温40℃において、10日間連続で50% VO2max
強度の運動を45分間 x 2セット行ったところ、気
温13℃で同様の運動を実施した場合に比べて、
様々な適応が起こることが分かった（気温13℃の
コントロール群では、トレーニング前と比較して
すべての項目で変化がなかった）。まず血漿量が
7%増加することにより、1回拍出量が増加し、同じ
速度で運動しているときの心拍数が9%低下した。
また、皮膚血流が増加することにより、発汗量が増
加し、運動直後の中心部体温がトレーニング前と
比較して0.5℃低下した。さらに暑熱環境群ではト
レーニング前と比較して、最大酸素摂取量が6%、
乳酸閾値は5%、タイムトライアルのパフォーマン
スが7%向上した。このような結果から、暑熱環境
下でトレーニングすると、より疲労しにくくなり、
運動パフォーマンスが向上することが示唆され
た。
　JRAの競馬にシーズンオフはない。寒い時期も
暑い時期も競馬は開催される。そもそもサラブ
レッドは体の大きな動物であることから、暑さに
は弱いとされている。そのため、暑い時期は早朝の
涼しい時間帯に調教を実施したり、涼しい北海道
にサラブレッドを移動させて調教を継続すること
が多い。もちろんサラブレッドの体調がきちんと
コントロールできるということが前提にはなる
が、あえて過酷な暑熱環境下でトレーニングを実
施することによって、さらなるパフォーマンス向
上を狙うというアプローチも考慮に入れる必要が
あるのかもしれない。また、暑い時期にはレース後
に熱中症になる馬が散見されるが、この暑熱環境
下トレーニングには運動時の体温上昇を抑制する
効果もあるので、熱中症予防にも効果があるかも
しれない。

○低酸素下における5日間のスプリントトレーニ
ングがスプリンターの運動パフォーマンスに与え
る影響
Effect of 5 days of Sprint Training in Hypoxia 
on Exercise Performance in Sprinters

N. Kasaiら（立命館大学）
　低酸素下でのスプリントトレーニングが無酸素
能力を向上させることが、最近報告されている
（Hamlin et al. 2010, Faiss et al. 2013）。さらに演
者らは先行研究において、女性チームスポーツ選
手に低酸素下（酸素濃度14.5%）で4週間の高強度
インターバルトレーニングを行うと、常酸素下で
の同様のトレーニングに比べて、スプリントパ
フォーマンスが向上することを報告している。し
かし、低酸素下スプリントトレーニングの、１）ス
プリンターにおける効果および２）短期間におけ
る効果はまだ確かめられていない。そこで低酸素
下において、5日間連続で実施したスプリントト
レーニングが、スプリンターの運動パフォーマン
スに与える影響を調べることを目的とした。
　12名の男性大学生スプリンターをランダムに
常酸素群と低酸素群に分け、両群の被験者は5日
間連続で（計9回）高強度スプリントトレーニング
をエアロバイクを用いて実施した。低酸素群は酸
素濃度14.5%において、すべてのトレーニングを
行い、常酸素群は同じメニューを酸素濃度20.9%
において実施した。トレーニング期間の前後に10
秒間最大ペダリングテスト、繰り返しスプリント
テスト（6秒最大ペダリング+24秒休憩、5セット）、
30秒間最大ペダリングテストおよび最大酸素摂
取量測定を行った。
　トレーニング後の10秒間最大ペダリングテス
トのパワー出力は、低酸素群でのみ増加した（3.1 
± 0.6 W/kg→3.2 ± 0.5 W/kg, P < 0.05）。繰り返
しスプリントテストにおけるパワー出力の推移は

両群とも同様だったが、1セット目のパワー出力
の増加率は低酸素群の方が高かった（低酸素, 4.0 
± 0.9% vs 常酸素, 1.7 ± 0.5%, P = 0.05）。両群の
最大酸素摂取量に変化はなかった。結論として、低
酸素下における5日間連続の高強度トレーニング
によって、大学生スプリンターのスプリントパ
フォーマンスが向上した。
　前述したように、サラブレッドにおいて4週間
の低酸素トレーニングで運動パフォーマンスや有
酸素能力が向上することを我々は報告している。
しかし低酸素トレーニングは馬にとって苦しいト
レーニングであるため、4週間もトレーニングを
継続していくと、中には食欲が減退して痩せてく
る馬もいる。もし短期間で低酸素トレーニングの
効果を得ることができるのであれば、馬の体調管
理の面から考えると好材料と言える。さすがに5
日間だけでは4週間の低酸素トレーニングと同様
と言えるまでの効果は得られていないが、体調を
崩しやすい馬へのバックアッププランになる可能
性は十分にあるであろう。

（向井和隆）

終わりに
　ACSM年次総会はヨーロッパ、北米をはじめ世
界各国の運動生理研究者が多数参加する重要な学
会である。このような国際会議に参加し、世界中の
研究者と知識を共有し、情報を交換できたことは、
今後の研究を進めてゆく上で非常に有意義だっ
た。特に委託研究を依頼している山口大学宮田教
授や招聘研究を行っているカリフォルニア大学
デービス校ジョーンズ教授とは有意義なディス
カッションを行うことができた。
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　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマのみであり、日本でウ
マの研究を実施しているのはJRAおよびJRAと共
同研究を行っている機関のみといっても過言では
ない。そのような現状から、運動科学研究室の研究
をさらに進めていくにあたって、ヒトのスポーツ
サイエンスの国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学お
よび運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を推進させることをス

ローガンにしている。
　今回の年次総会はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンディエゴに世界中から5,000名を超える
スポーツ医学および運動科学の研究者が集まり、
9名の著名な研究者による基調講演に加え、臨床
医学、トレーニング、バイオメカニクス、糖代謝や
脂肪代謝、スポーツ栄養、筋生理、ミトコンドリア、
遺伝など多岐の分野にわたる85の教育講演、13の
セミナー、60のシンポジウムが開催され、3,500以
上の一般研究が発表された。

以下に競走馬のスポーツ科学研究に参考となる演
題について紹介する。

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

○常圧低酸素下における最大酸素摂取量と最大心
拍数の減少
Decrements in VO2max and Heart Rate Max in 
Normobaric Hypoxia

Hoeh E.A.ら（北ミシガン大学）
　常圧低酸素を利用した間欠的トレーニングは研
究が盛んに行われていると同時に、持久力を向上
させることを目的として一般のアスリートの間に
おいても徐々に浸透し、利用されるようになって
きた。高地でのトレーニングにおいては、血中の酸
素分圧の低下により最大酸素摂取量や最大心拍数
の減少を伴った有酸素運動能力の低下を引き起す
ことが知られている。そこで、本研究においては、
いくつかの酸素濃度による常圧低酸素下の運動が
最大酸素摂取量と最大心拍数に与える影響につい
て検討した。11人の普段から運動を頻繁に行って
いる健常者を被験者とした（23.9 ± 6 .5  歳,  
66.7± 7.3 kg）。運動負荷試験は常圧下、すなわ
ち、海抜0 m付近で吸入酸素濃度を21%（高度0 m
相当）、17.5%（高度1500 m相当）、 14.5% （高度
3000 m相当）および12%（高度4500 m相当）に変
化させて行われた。運動負荷試験は少なくとも2
日間以上の間隔をあけて行われた。酸素摂取量お
よび心拍数は経時的に測定され、疲労困憊になる
まで運動負荷試験は続けられた。結果、最大酸素摂
取量は常圧下の吸入酸素濃度21%と比較して酸素
濃度17.5%では6.36 ± 3.0 ml kg-1 min-1 (10.8%)、 
酸素濃度14.5%では11 ± 4.9 ml kg- 1  min - 1  
(18.8%)、 酸素濃度12.5%では16.3 ± 5.0 ml kg-1 

min-1 (27.8%)減少した。最大酸素摂取量は吸入酸
素濃度21%と比較して、すべての低酸素濃度にお
いて有意に減少した。一方、最大心拍数は常圧下の
吸入酸素濃度21%と比較して酸素濃度17.5%では
4.7 ± 6.1回/分(2.4%)、 酸素濃度14.5%では6.0± 
4.9回/分(3.1%)、濃度12.5%では11.5 ± 4.5回/分
(4.4%)減少した。最大心拍数は、常圧下の吸入酸素
濃度21%と比較して酸素濃度14.5%および12.5%
において有意な減少が認められた。これらのこと
から、常圧低酸素下においてのトレーニングメ
ニュー策定においては、低酸素に由来すると考え
られる最大心拍数の低下を考慮したメニューが必
要であると考えられた。
　常圧低酸素下における最大酸素摂取量の低下は
想像に難くない。一方で、人においては吸入酸素濃
度依存性に最大心拍数の低下が認められた。馬に
おいても、われわれの研究によりわずかであるが
低下することが明らかとなっている。しかし、馬に
おいては濃度による違いは検討されておらず、こ
の点について早急に検討したいと考えている。

○高強度インターバルトレーニングと中等度の持
続的トレーニングの心血管代謝の改善について
High-intensity Interval Training Versus 
Moderate-intensity Continuous Training For 
Improv ing  Card iometabol ic  Measures :  
Six-month Follow-up Study
Robinson E.ら（カナダブリティッシュコロンビア
大学）
　近年、高強度インターバルトレーニングは、伝統
的に行われている中等度の持続的トレーニングよ
りも心血管代謝をより改善することが多く報告さ
れている。しかし、高強度インターバルトレーニン
グと中等度の持続的トレーニングについて、ト
レーニングの効果が長期間に渡って持続している
か否かについての報告はほとんどみられない。そ
こで本研究では、運動習慣のない人に対する高強
度インターバルトレーニングと中等度の持続的ト
レーニングが、心血管代謝に及ぼす影響について
6ヶ月間にわたって調査した。36人の被験者は2群
に分けられ、1群は10日間の高強度インターバル
トレーニング（1分間の85％VO2max強度の運動を

4回から10回）を、もう1群は同じく10日間の中等
度の持続的トレーニング（20 ~ 50分間の60％
VO2max強度の運動）が課せられた。この10日間の
トレーニングは、指導員の下に行われた。10日間
のトレーニング後、各群の被験者は維持トレーニ
ングとして週に3回、10日間のトレーニングメ
ニューと同じメニューを6ヶ月間行った。測定項
目は、血糖値と血中インスリン濃度、最大酸素摂取
量であった。測定項目は、10日間のトレーニング
の前後およびトレーニング1ヶ月後および6ヶ月
後において測定された。その結果、高強度インター
バルトレーニングと中等度の持続的トレーニング
は、トレーニング前後においていずれも最大酸素
摂取量が有意に増加した（運動前1.80 ± 0.4 
L/min、運動後 1.91 ± 0.5 L/min）。それぞれの群
において運動前と比較して最大酸素摂取量の増加
は1ヶ月持続したが、6ヶ月間後まで持続したのは
高強度インターバルトレーニング群のみであっ
た。血糖値や血中インスリン濃度は運動前後にお
いて有意な変化は認められなかった。以上のこと
から高強度インターバルトレーニングは中等度の
持続的トレーニングに比較して短期的な効果だけ
でなく、6ヶ月におよぶ維持トレーニングにおい
ても効果が認められることが明らかとなった。
　高強度インターバルトレーニングは、運動頻度
を落としても比較的長期間、被験者の体力が維持
されることが明らかにされた。競走馬においても
放牧期間などは持続的に運動が行われる場合が多
いが、メニュー策定においては頻度や時間よりも
運動強度を主眼に調整されることが効果的である
と考えられた。

○炭水化物の摂取量の違いによる体内の水分状態
と筋グリコーゲンの回復について
Body Water Status and Muscle Glycogen 
Recovery: Effect of Different Amounts of 
Carbohydrate Intake

Shiose K.（国立スポーツ科学センター）
　骨格筋におけるグリコーゲンは、運動時のエネ
ルギー源として重要であることが知られている。
この筋中のグリコーゲン量は、筋バイオプシーや
13Cを用いた核磁気共鳴分光法などで測定するこ

とができるが、測定方法は煩雑である。一方、1 gの
筋グリコーゲンは1 ~ 3 gの水と結合しているこ
とが知られており、組織の水分量はグリコーゲン
濃度のマーカーとなる可能性がある。組織の水分
は細胞内液や細胞外液として存在するが、非侵襲
的に細胞内液と細胞外液の状態を知ることができ
る方法としては多周波生体電気インピーダンス分
光法が存在する。本研究では、この多周波生体電気
インピーダンス分光法を用いて、高炭水化物食摂
取および低炭水化物食摂取が筋グリコーゲンの回
復に与える影響を体内の水分量の変化により評価
できるかどうかについて実験を行った。グリコー
ゲンを枯渇させるために、自転車エルゴメーター
にて70% VO2max強度の運動を1時間行い、その後
1分間の100% VO2max強度の間欠運動を5本行い、
引き続き100% VO2max強度の運動を疲労困憊ま
で行った。被験者は運動後、カロリーを同じにした
低炭水化物食または高炭水化物食を摂取して、13C
を用いた核磁気共鳴分光法により筋グリコーゲン
の回復を、多周波生体電気インピーダンス分光法
により細胞内液と細胞外液の状態は観察した。そ
の結果、疲労困憊の運動により筋グリコーゲンは
運動前の値と比較して、30.2 ± 15.3%減少した。
高炭水化物食群は運動後12時間の筋グリコーゲ
ンが運動前と比較して82.7 ± 11.5%であり、低炭
水化物食群（64.8 ± 16.7%）より有意に高値を示
した。また、高炭水化物食群は運動後24時間の筋
グリコーゲンについても運動前と比較して100.1 
± 12.9%であり、低炭水化物食群（81.7 ± 21.8%）
より有意に高い値を示した。細胞外液の指標は運
動後4時間において高炭水化物食群が低炭水化物
食群より有意に高く、その後も高炭水化物食群が
高い傾向が認められた。筋グリコーゲンの含量が
多いときに細胞外の指標は上昇したが、筋グリ
コーゲン含量と細胞外液の指標の変化は一致しな
かった。
　多周波生体電気インピーダンス分光法による細
胞外液の測定では筋グリコーゲンが多いほど高い
値が観察された。血糖値など、他の指標との関係は
測定されていないが、グリコーゲン含量と細胞外
液は経時的な変化が一致していないことから直接
的な相関はなさそうである。しかし、トレーニング

後の食事の炭水化物量の違いにより組織液の組成
が変化することは、レース後などの激運動後のコ
ンディショニングに影響すると考えられ、非常に
興味深い発表であった。

(大村　一)

○平地および高地におけるエリートアスリートの
競技力アップのための高地/低酸素トレーニング
Altitude/Hypoxic Training by Elite Athletes for 
Competition at Sea Level and Altitude
R. Chapman（インディアナ大学/米国陸上競技連
盟）
　高地/低酸素トレーニングを考える上で、重要な
原則がいくつかある。１）標高はどのくらいがいい
のか、２）何日間滞在するべきなのか、３）平地にい
つ戻るべきなのか、といったものである。
　まず、どのくらいの標高が高地トレーニングに
適しているのかを調べるために、標高1800 m, 
2100 m, 2500 m, 2800 mの高地のいずれかに滞
在し、標高1250 mでトレーニングするLive  
High-Train Lowモデル（高地に住んで、低地でト
レーニングする）の高地トレーニングを4週間実
施した。3000 m走タイムトライアルのパフォーマ
ンスは高地トレーニング終了直後および2週間後
において、2100 mと2500 mの2群が向上し、その
他の群では変化しなかった。最大酸素摂取量は、
2100 m以上の3群において高地トレーニング終
了直後および2週間後ともに増加した。高地ト
レーニング終了直後は、すべての群の赤血球量が
増加していたが、2週間後にはすべての群におい
てベースラインまで戻っていた。赤血球を増加さ
せる効果のあるエリスロポエチン濃度は、2100 m
以上の3群は高地に移動してから72時間まで、
1800 m群は48時間後までは高いレベルを保って
いたが、それ以降は徐々に低下し、ベースラインま
で戻った。これらの結果から考えると、平地でのパ
フォーマンスを向上させるために4週間の高地ト
レーニング合宿をする際には、2000 mから2500 
mがターゲットの標高となる。
　次に何日間高地に滞在するかであるが、可能で
あれば4週間滞在することが望ましいようだ。ヘ
モグロビン量の推移を見てみると、3週間では

0.3%しか増加しないが、4週間では4.2%増加して
いるという報告がある。
　高地から平地に戻って何日後のパフォーマンス
がベストなのか？という課題には様々な意見があ
る。7 ~ 14日後は良くないが、0 ~ 7日後と14 ~ 25
日後は良いというレビューが比較的多く、17日後
がゴールデンタイムであるという研究者もいる。
高地から戻って日数を経るほど、赤血球数やヘモ
グロビン量のような血液学的要素は効果が減少し
てくるが、平地でしっかりとトレーニングするこ
とによって、神経や筋に関する要素は改善されて
くるため（高地トレーニングではトレーニングの
質や量が低下しやすいと言われている）、14日以
降も良い時期とされているようだ。演者の個人的
意見としては、平地に戻って2 ~ 3日後までは特に
マラソンのような長距離競技に適しており、4 ~ 
12日後は良くない期間であり、13日以降は5000 
mのような中距離競技に向いていると述べてい
る。
　我々も2010 ~ 2013年の一般研究において、サ
ラブレッドにおける低酸素トレーニングの効果を
調べた。その結果、サラブレッドにおいても運動パ
フォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが
分かった。その際には酸素濃度15%（標高2500 m
相当）で週3回 x 4週間のトレーニングをし、最後
の低酸素トレーニングから約48時間後に運動負
荷テストを実施した。もちろん、あらかじめ下調べ
をしていたからではあるが、今回の講演でも述べ
られている最適な標高およびトレーニング期間、
平地に戻ってからの最適な日数をすべて満たした
実験条件となっている。今後はこれらの条件から
少し外れても、例えば標高がもう少し低い場合や、
低酸素トレーニングを2週間だけしかしてない場
合、さらには平地に戻って2週間後でも同様に低
酸素トレーニングの効果はあるのかどうかをサラ
ブレッドにおいて調べていきたい。

○運動パフォーマンスにおける暑熱馴化と効果
Heat Acclimation Adaptations and the Influence 
on Exercise Performance

S. Lorenzo（レイクエリー医科大学）
　運動パフォーマンスに気温は大きな影響を及ぼ

す。例えば、最高気温18℃までで実施された2005
年から2013年（2007年以外）のシカゴマラソン優
勝者のタイムは平均2時間6分、完走者の平均タイ
ムは4時間30分だが、最高気温が31℃にまで達し
た2007年は優勝タイムが4％低下し、完走者の平
均タイムは6%低下している。このようなことか
ら、暑い環境下でトレーニングすることによって、
暑熱環境下での運動パフォーマンスを向上させる
ことができるかどうかを調べた。
　気温40℃において、10日間連続で50% VO2max
強度の運動を45分間 x 2セット行ったところ、気
温13℃で同様の運動を実施した場合に比べて、
様々な適応が起こることが分かった（気温13℃の
コントロール群では、トレーニング前と比較して
すべての項目で変化がなかった）。まず血漿量が
7%増加することにより、1回拍出量が増加し、同じ
速度で運動しているときの心拍数が9%低下した。
また、皮膚血流が増加することにより、発汗量が増
加し、運動直後の中心部体温がトレーニング前と
比較して0.5℃低下した。さらに暑熱環境群ではト
レーニング前と比較して、最大酸素摂取量が6%、
乳酸閾値は5%、タイムトライアルのパフォーマン
スが7%向上した。このような結果から、暑熱環境
下でトレーニングすると、より疲労しにくくなり、
運動パフォーマンスが向上することが示唆され
た。
　JRAの競馬にシーズンオフはない。寒い時期も
暑い時期も競馬は開催される。そもそもサラブ
レッドは体の大きな動物であることから、暑さに
は弱いとされている。そのため、暑い時期は早朝の
涼しい時間帯に調教を実施したり、涼しい北海道
にサラブレッドを移動させて調教を継続すること
が多い。もちろんサラブレッドの体調がきちんと
コントロールできるということが前提にはなる
が、あえて過酷な暑熱環境下でトレーニングを実
施することによって、さらなるパフォーマンス向
上を狙うというアプローチも考慮に入れる必要が
あるのかもしれない。また、暑い時期にはレース後
に熱中症になる馬が散見されるが、この暑熱環境
下トレーニングには運動時の体温上昇を抑制する
効果もあるので、熱中症予防にも効果があるかも
しれない。

○低酸素下における5日間のスプリントトレーニ
ングがスプリンターの運動パフォーマンスに与え
る影響
Effect of 5 days of Sprint Training in Hypoxia 
on Exercise Performance in Sprinters

N. Kasaiら（立命館大学）
　低酸素下でのスプリントトレーニングが無酸素
能力を向上させることが、最近報告されている
（Hamlin et al. 2010, Faiss et al. 2013）。さらに演
者らは先行研究において、女性チームスポーツ選
手に低酸素下（酸素濃度14.5%）で4週間の高強度
インターバルトレーニングを行うと、常酸素下で
の同様のトレーニングに比べて、スプリントパ
フォーマンスが向上することを報告している。し
かし、低酸素下スプリントトレーニングの、１）ス
プリンターにおける効果および２）短期間におけ
る効果はまだ確かめられていない。そこで低酸素
下において、5日間連続で実施したスプリントト
レーニングが、スプリンターの運動パフォーマン
スに与える影響を調べることを目的とした。
　12名の男性大学生スプリンターをランダムに
常酸素群と低酸素群に分け、両群の被験者は5日
間連続で（計9回）高強度スプリントトレーニング
をエアロバイクを用いて実施した。低酸素群は酸
素濃度14.5%において、すべてのトレーニングを
行い、常酸素群は同じメニューを酸素濃度20.9%
において実施した。トレーニング期間の前後に10
秒間最大ペダリングテスト、繰り返しスプリント
テスト（6秒最大ペダリング+24秒休憩、5セット）、
30秒間最大ペダリングテストおよび最大酸素摂
取量測定を行った。
　トレーニング後の10秒間最大ペダリングテス
トのパワー出力は、低酸素群でのみ増加した（3.1 
± 0.6 W/kg→3.2 ± 0.5 W/kg, P < 0.05）。繰り返
しスプリントテストにおけるパワー出力の推移は

両群とも同様だったが、1セット目のパワー出力
の増加率は低酸素群の方が高かった（低酸素, 4.0 
± 0.9% vs 常酸素, 1.7 ± 0.5%, P = 0.05）。両群の
最大酸素摂取量に変化はなかった。結論として、低
酸素下における5日間連続の高強度トレーニング
によって、大学生スプリンターのスプリントパ
フォーマンスが向上した。
　前述したように、サラブレッドにおいて4週間
の低酸素トレーニングで運動パフォーマンスや有
酸素能力が向上することを我々は報告している。
しかし低酸素トレーニングは馬にとって苦しいト
レーニングであるため、4週間もトレーニングを
継続していくと、中には食欲が減退して痩せてく
る馬もいる。もし短期間で低酸素トレーニングの
効果を得ることができるのであれば、馬の体調管
理の面から考えると好材料と言える。さすがに5
日間だけでは4週間の低酸素トレーニングと同様
と言えるまでの効果は得られていないが、体調を
崩しやすい馬へのバックアッププランになる可能
性は十分にあるであろう。

（向井和隆）

終わりに
　ACSM年次総会はヨーロッパ、北米をはじめ世
界各国の運動生理研究者が多数参加する重要な学
会である。このような国際会議に参加し、世界中の
研究者と知識を共有し、情報を交換できたことは、
今後の研究を進めてゆく上で非常に有意義だっ
た。特に委託研究を依頼している山口大学宮田教
授や招聘研究を行っているカリフォルニア大学
デービス校ジョーンズ教授とは有意義なディス
カッションを行うことができた。
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　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマのみであり、日本でウ
マの研究を実施しているのはJRAおよびJRAと共
同研究を行っている機関のみといっても過言では
ない。そのような現状から、運動科学研究室の研究
をさらに進めていくにあたって、ヒトのスポーツ
サイエンスの国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学お
よび運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を推進させることをス

ローガンにしている。
　今回の年次総会はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンディエゴに世界中から5,000名を超える
スポーツ医学および運動科学の研究者が集まり、
9名の著名な研究者による基調講演に加え、臨床
医学、トレーニング、バイオメカニクス、糖代謝や
脂肪代謝、スポーツ栄養、筋生理、ミトコンドリア、
遺伝など多岐の分野にわたる85の教育講演、13の
セミナー、60のシンポジウムが開催され、3,500以
上の一般研究が発表された。

以下に競走馬のスポーツ科学研究に参考となる演
題について紹介する。

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

○常圧低酸素下における最大酸素摂取量と最大心
拍数の減少
Decrements in VO2max and Heart Rate Max in 
Normobaric Hypoxia

Hoeh E.A.ら（北ミシガン大学）
　常圧低酸素を利用した間欠的トレーニングは研
究が盛んに行われていると同時に、持久力を向上
させることを目的として一般のアスリートの間に
おいても徐々に浸透し、利用されるようになって
きた。高地でのトレーニングにおいては、血中の酸
素分圧の低下により最大酸素摂取量や最大心拍数
の減少を伴った有酸素運動能力の低下を引き起す
ことが知られている。そこで、本研究においては、
いくつかの酸素濃度による常圧低酸素下の運動が
最大酸素摂取量と最大心拍数に与える影響につい
て検討した。11人の普段から運動を頻繁に行って
いる健常者を被験者とした（23.9 ± 6 .5  歳,  
66.7± 7.3 kg）。運動負荷試験は常圧下、すなわ
ち、海抜0 m付近で吸入酸素濃度を21%（高度0 m
相当）、17.5%（高度1500 m相当）、 14.5% （高度
3000 m相当）および12%（高度4500 m相当）に変
化させて行われた。運動負荷試験は少なくとも2
日間以上の間隔をあけて行われた。酸素摂取量お
よび心拍数は経時的に測定され、疲労困憊になる
まで運動負荷試験は続けられた。結果、最大酸素摂
取量は常圧下の吸入酸素濃度21%と比較して酸素
濃度17.5%では6.36 ± 3.0 ml kg-1 min-1 (10.8%)、 
酸素濃度14.5%では11 ± 4.9 ml kg- 1  min - 1  
(18.8%)、 酸素濃度12.5%では16.3 ± 5.0 ml kg-1 

min-1 (27.8%)減少した。最大酸素摂取量は吸入酸
素濃度21%と比較して、すべての低酸素濃度にお
いて有意に減少した。一方、最大心拍数は常圧下の
吸入酸素濃度21%と比較して酸素濃度17.5%では
4.7 ± 6.1回/分(2.4%)、 酸素濃度14.5%では6.0± 
4.9回/分(3.1%)、濃度12.5%では11.5 ± 4.5回/分
(4.4%)減少した。最大心拍数は、常圧下の吸入酸素
濃度21%と比較して酸素濃度14.5%および12.5%
において有意な減少が認められた。これらのこと
から、常圧低酸素下においてのトレーニングメ
ニュー策定においては、低酸素に由来すると考え
られる最大心拍数の低下を考慮したメニューが必
要であると考えられた。
　常圧低酸素下における最大酸素摂取量の低下は
想像に難くない。一方で、人においては吸入酸素濃
度依存性に最大心拍数の低下が認められた。馬に
おいても、われわれの研究によりわずかであるが
低下することが明らかとなっている。しかし、馬に
おいては濃度による違いは検討されておらず、こ
の点について早急に検討したいと考えている。

○高強度インターバルトレーニングと中等度の持
続的トレーニングの心血管代謝の改善について
High-intensity Interval Training Versus 
Moderate-intensity Continuous Training For 
Improv ing  Card iometabol ic  Measures :  
Six-month Follow-up Study
Robinson E.ら（カナダブリティッシュコロンビア
大学）
　近年、高強度インターバルトレーニングは、伝統
的に行われている中等度の持続的トレーニングよ
りも心血管代謝をより改善することが多く報告さ
れている。しかし、高強度インターバルトレーニン
グと中等度の持続的トレーニングについて、ト
レーニングの効果が長期間に渡って持続している
か否かについての報告はほとんどみられない。そ
こで本研究では、運動習慣のない人に対する高強
度インターバルトレーニングと中等度の持続的ト
レーニングが、心血管代謝に及ぼす影響について
6ヶ月間にわたって調査した。36人の被験者は2群
に分けられ、1群は10日間の高強度インターバル
トレーニング（1分間の85％VO2max強度の運動を

4回から10回）を、もう1群は同じく10日間の中等
度の持続的トレーニング（20 ~ 50分間の60％
VO2max強度の運動）が課せられた。この10日間の
トレーニングは、指導員の下に行われた。10日間
のトレーニング後、各群の被験者は維持トレーニ
ングとして週に3回、10日間のトレーニングメ
ニューと同じメニューを6ヶ月間行った。測定項
目は、血糖値と血中インスリン濃度、最大酸素摂取
量であった。測定項目は、10日間のトレーニング
の前後およびトレーニング1ヶ月後および6ヶ月
後において測定された。その結果、高強度インター
バルトレーニングと中等度の持続的トレーニング
は、トレーニング前後においていずれも最大酸素
摂取量が有意に増加した（運動前1.80 ± 0.4 
L/min、運動後 1.91 ± 0.5 L/min）。それぞれの群
において運動前と比較して最大酸素摂取量の増加
は1ヶ月持続したが、6ヶ月間後まで持続したのは
高強度インターバルトレーニング群のみであっ
た。血糖値や血中インスリン濃度は運動前後にお
いて有意な変化は認められなかった。以上のこと
から高強度インターバルトレーニングは中等度の
持続的トレーニングに比較して短期的な効果だけ
でなく、6ヶ月におよぶ維持トレーニングにおい
ても効果が認められることが明らかとなった。
　高強度インターバルトレーニングは、運動頻度
を落としても比較的長期間、被験者の体力が維持
されることが明らかにされた。競走馬においても
放牧期間などは持続的に運動が行われる場合が多
いが、メニュー策定においては頻度や時間よりも
運動強度を主眼に調整されることが効果的である
と考えられた。

○炭水化物の摂取量の違いによる体内の水分状態
と筋グリコーゲンの回復について
Body Water Status and Muscle Glycogen 
Recovery: Effect of Different Amounts of 
Carbohydrate Intake

Shiose K.（国立スポーツ科学センター）
　骨格筋におけるグリコーゲンは、運動時のエネ
ルギー源として重要であることが知られている。
この筋中のグリコーゲン量は、筋バイオプシーや
13Cを用いた核磁気共鳴分光法などで測定するこ

とができるが、測定方法は煩雑である。一方、1 gの
筋グリコーゲンは1 ~ 3 gの水と結合しているこ
とが知られており、組織の水分量はグリコーゲン
濃度のマーカーとなる可能性がある。組織の水分
は細胞内液や細胞外液として存在するが、非侵襲
的に細胞内液と細胞外液の状態を知ることができ
る方法としては多周波生体電気インピーダンス分
光法が存在する。本研究では、この多周波生体電気
インピーダンス分光法を用いて、高炭水化物食摂
取および低炭水化物食摂取が筋グリコーゲンの回
復に与える影響を体内の水分量の変化により評価
できるかどうかについて実験を行った。グリコー
ゲンを枯渇させるために、自転車エルゴメーター
にて70% VO2max強度の運動を1時間行い、その後
1分間の100% VO2max強度の間欠運動を5本行い、
引き続き100% VO2max強度の運動を疲労困憊ま
で行った。被験者は運動後、カロリーを同じにした
低炭水化物食または高炭水化物食を摂取して、13C
を用いた核磁気共鳴分光法により筋グリコーゲン
の回復を、多周波生体電気インピーダンス分光法
により細胞内液と細胞外液の状態は観察した。そ
の結果、疲労困憊の運動により筋グリコーゲンは
運動前の値と比較して、30.2 ± 15.3%減少した。
高炭水化物食群は運動後12時間の筋グリコーゲ
ンが運動前と比較して82.7 ± 11.5%であり、低炭
水化物食群（64.8 ± 16.7%）より有意に高値を示
した。また、高炭水化物食群は運動後24時間の筋
グリコーゲンについても運動前と比較して100.1 
± 12.9%であり、低炭水化物食群（81.7 ± 21.8%）
より有意に高い値を示した。細胞外液の指標は運
動後4時間において高炭水化物食群が低炭水化物
食群より有意に高く、その後も高炭水化物食群が
高い傾向が認められた。筋グリコーゲンの含量が
多いときに細胞外の指標は上昇したが、筋グリ
コーゲン含量と細胞外液の指標の変化は一致しな
かった。
　多周波生体電気インピーダンス分光法による細
胞外液の測定では筋グリコーゲンが多いほど高い
値が観察された。血糖値など、他の指標との関係は
測定されていないが、グリコーゲン含量と細胞外
液は経時的な変化が一致していないことから直接
的な相関はなさそうである。しかし、トレーニング

後の食事の炭水化物量の違いにより組織液の組成
が変化することは、レース後などの激運動後のコ
ンディショニングに影響すると考えられ、非常に
興味深い発表であった。

(大村　一)

○平地および高地におけるエリートアスリートの
競技力アップのための高地/低酸素トレーニング
Altitude/Hypoxic Training by Elite Athletes for 
Competition at Sea Level and Altitude
R. Chapman（インディアナ大学/米国陸上競技連
盟）
　高地/低酸素トレーニングを考える上で、重要な
原則がいくつかある。１）標高はどのくらいがいい
のか、２）何日間滞在するべきなのか、３）平地にい
つ戻るべきなのか、といったものである。
　まず、どのくらいの標高が高地トレーニングに
適しているのかを調べるために、標高1800 m, 
2100 m, 2500 m, 2800 mの高地のいずれかに滞
在し、標高1250 mでトレーニングするLive  
High-Train Lowモデル（高地に住んで、低地でト
レーニングする）の高地トレーニングを4週間実
施した。3000 m走タイムトライアルのパフォーマ
ンスは高地トレーニング終了直後および2週間後
において、2100 mと2500 mの2群が向上し、その
他の群では変化しなかった。最大酸素摂取量は、
2100 m以上の3群において高地トレーニング終
了直後および2週間後ともに増加した。高地ト
レーニング終了直後は、すべての群の赤血球量が
増加していたが、2週間後にはすべての群におい
てベースラインまで戻っていた。赤血球を増加さ
せる効果のあるエリスロポエチン濃度は、2100 m
以上の3群は高地に移動してから72時間まで、
1800 m群は48時間後までは高いレベルを保って
いたが、それ以降は徐々に低下し、ベースラインま
で戻った。これらの結果から考えると、平地でのパ
フォーマンスを向上させるために4週間の高地ト
レーニング合宿をする際には、2000 mから2500 
mがターゲットの標高となる。
　次に何日間高地に滞在するかであるが、可能で
あれば4週間滞在することが望ましいようだ。ヘ
モグロビン量の推移を見てみると、3週間では

0.3%しか増加しないが、4週間では4.2%増加して
いるという報告がある。
　高地から平地に戻って何日後のパフォーマンス
がベストなのか？という課題には様々な意見があ
る。7 ~ 14日後は良くないが、0 ~ 7日後と14 ~ 25
日後は良いというレビューが比較的多く、17日後
がゴールデンタイムであるという研究者もいる。
高地から戻って日数を経るほど、赤血球数やヘモ
グロビン量のような血液学的要素は効果が減少し
てくるが、平地でしっかりとトレーニングするこ
とによって、神経や筋に関する要素は改善されて
くるため（高地トレーニングではトレーニングの
質や量が低下しやすいと言われている）、14日以
降も良い時期とされているようだ。演者の個人的
意見としては、平地に戻って2 ~ 3日後までは特に
マラソンのような長距離競技に適しており、4 ~ 
12日後は良くない期間であり、13日以降は5000 
mのような中距離競技に向いていると述べてい
る。
　我々も2010 ~ 2013年の一般研究において、サ
ラブレッドにおける低酸素トレーニングの効果を
調べた。その結果、サラブレッドにおいても運動パ
フォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが
分かった。その際には酸素濃度15%（標高2500 m
相当）で週3回 x 4週間のトレーニングをし、最後
の低酸素トレーニングから約48時間後に運動負
荷テストを実施した。もちろん、あらかじめ下調べ
をしていたからではあるが、今回の講演でも述べ
られている最適な標高およびトレーニング期間、
平地に戻ってからの最適な日数をすべて満たした
実験条件となっている。今後はこれらの条件から
少し外れても、例えば標高がもう少し低い場合や、
低酸素トレーニングを2週間だけしかしてない場
合、さらには平地に戻って2週間後でも同様に低
酸素トレーニングの効果はあるのかどうかをサラ
ブレッドにおいて調べていきたい。

○運動パフォーマンスにおける暑熱馴化と効果
Heat Acclimation Adaptations and the Influence 
on Exercise Performance

S. Lorenzo（レイクエリー医科大学）
　運動パフォーマンスに気温は大きな影響を及ぼ

す。例えば、最高気温18℃までで実施された2005
年から2013年（2007年以外）のシカゴマラソン優
勝者のタイムは平均2時間6分、完走者の平均タイ
ムは4時間30分だが、最高気温が31℃にまで達し
た2007年は優勝タイムが4％低下し、完走者の平
均タイムは6%低下している。このようなことか
ら、暑い環境下でトレーニングすることによって、
暑熱環境下での運動パフォーマンスを向上させる
ことができるかどうかを調べた。
　気温40℃において、10日間連続で50% VO2max
強度の運動を45分間 x 2セット行ったところ、気
温13℃で同様の運動を実施した場合に比べて、
様々な適応が起こることが分かった（気温13℃の
コントロール群では、トレーニング前と比較して
すべての項目で変化がなかった）。まず血漿量が
7%増加することにより、1回拍出量が増加し、同じ
速度で運動しているときの心拍数が9%低下した。
また、皮膚血流が増加することにより、発汗量が増
加し、運動直後の中心部体温がトレーニング前と
比較して0.5℃低下した。さらに暑熱環境群ではト
レーニング前と比較して、最大酸素摂取量が6%、
乳酸閾値は5%、タイムトライアルのパフォーマン
スが7%向上した。このような結果から、暑熱環境
下でトレーニングすると、より疲労しにくくなり、
運動パフォーマンスが向上することが示唆され
た。
　JRAの競馬にシーズンオフはない。寒い時期も
暑い時期も競馬は開催される。そもそもサラブ
レッドは体の大きな動物であることから、暑さに
は弱いとされている。そのため、暑い時期は早朝の
涼しい時間帯に調教を実施したり、涼しい北海道
にサラブレッドを移動させて調教を継続すること
が多い。もちろんサラブレッドの体調がきちんと
コントロールできるということが前提にはなる
が、あえて過酷な暑熱環境下でトレーニングを実
施することによって、さらなるパフォーマンス向
上を狙うというアプローチも考慮に入れる必要が
あるのかもしれない。また、暑い時期にはレース後
に熱中症になる馬が散見されるが、この暑熱環境
下トレーニングには運動時の体温上昇を抑制する
効果もあるので、熱中症予防にも効果があるかも
しれない。

○低酸素下における5日間のスプリントトレーニ
ングがスプリンターの運動パフォーマンスに与え
る影響
Effect of 5 days of Sprint Training in Hypoxia 
on Exercise Performance in Sprinters

N. Kasaiら（立命館大学）
　低酸素下でのスプリントトレーニングが無酸素
能力を向上させることが、最近報告されている
（Hamlin et al. 2010, Faiss et al. 2013）。さらに演
者らは先行研究において、女性チームスポーツ選
手に低酸素下（酸素濃度14.5%）で4週間の高強度
インターバルトレーニングを行うと、常酸素下で
の同様のトレーニングに比べて、スプリントパ
フォーマンスが向上することを報告している。し
かし、低酸素下スプリントトレーニングの、１）ス
プリンターにおける効果および２）短期間におけ
る効果はまだ確かめられていない。そこで低酸素
下において、5日間連続で実施したスプリントト
レーニングが、スプリンターの運動パフォーマン
スに与える影響を調べることを目的とした。
　12名の男性大学生スプリンターをランダムに
常酸素群と低酸素群に分け、両群の被験者は5日
間連続で（計9回）高強度スプリントトレーニング
をエアロバイクを用いて実施した。低酸素群は酸
素濃度14.5%において、すべてのトレーニングを
行い、常酸素群は同じメニューを酸素濃度20.9%
において実施した。トレーニング期間の前後に10
秒間最大ペダリングテスト、繰り返しスプリント
テスト（6秒最大ペダリング+24秒休憩、5セット）、
30秒間最大ペダリングテストおよび最大酸素摂
取量測定を行った。
　トレーニング後の10秒間最大ペダリングテス
トのパワー出力は、低酸素群でのみ増加した（3.1 
± 0.6 W/kg→3.2 ± 0.5 W/kg, P < 0.05）。繰り返
しスプリントテストにおけるパワー出力の推移は

両群とも同様だったが、1セット目のパワー出力
の増加率は低酸素群の方が高かった（低酸素, 4.0 
± 0.9% vs 常酸素, 1.7 ± 0.5%, P = 0.05）。両群の
最大酸素摂取量に変化はなかった。結論として、低
酸素下における5日間連続の高強度トレーニング
によって、大学生スプリンターのスプリントパ
フォーマンスが向上した。
　前述したように、サラブレッドにおいて4週間
の低酸素トレーニングで運動パフォーマンスや有
酸素能力が向上することを我々は報告している。
しかし低酸素トレーニングは馬にとって苦しいト
レーニングであるため、4週間もトレーニングを
継続していくと、中には食欲が減退して痩せてく
る馬もいる。もし短期間で低酸素トレーニングの
効果を得ることができるのであれば、馬の体調管
理の面から考えると好材料と言える。さすがに5
日間だけでは4週間の低酸素トレーニングと同様
と言えるまでの効果は得られていないが、体調を
崩しやすい馬へのバックアッププランになる可能
性は十分にあるであろう。

（向井和隆）

終わりに
　ACSM年次総会はヨーロッパ、北米をはじめ世
界各国の運動生理研究者が多数参加する重要な学
会である。このような国際会議に参加し、世界中の
研究者と知識を共有し、情報を交換できたことは、
今後の研究を進めてゆく上で非常に有意義だっ
た。特に委託研究を依頼している山口大学宮田教
授や招聘研究を行っているカリフォルニア大学
デービス校ジョーンズ教授とは有意義なディス
カッションを行うことができた。



（346） 馬の科学　Vol.52（4）2015

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマのみであり、日本でウ
マの研究を実施しているのはJRAおよびJRAと共
同研究を行っている機関のみといっても過言では
ない。そのような現状から、運動科学研究室の研究
をさらに進めていくにあたって、ヒトのスポーツ
サイエンスの国際学会に参加し、最先端の研究か
ら継続的に学んでいくことは不可欠である。
　American College of Sports Medicine (ACSM)
は、1954年に創立された学術団体で、会員数は
20,000人以上に及ぶ世界最大のスポーツ医学お
よび運動科学の学会である。設立当初から、科学・
教育・医学を通じて健康を推進させることをス

ローガンにしている。
　今回の年次総会はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンディエゴに世界中から5,000名を超える
スポーツ医学および運動科学の研究者が集まり、
9名の著名な研究者による基調講演に加え、臨床
医学、トレーニング、バイオメカニクス、糖代謝や
脂肪代謝、スポーツ栄養、筋生理、ミトコンドリア、
遺伝など多岐の分野にわたる85の教育講演、13の
セミナー、60のシンポジウムが開催され、3,500以
上の一般研究が発表された。

以下に競走馬のスポーツ科学研究に参考となる演
題について紹介する。

　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

第7回日本創傷外科学会学術集会

　本学会は日本形成外科学会の分会として2008
年に設立され、外傷・熱傷などの新鮮創傷から、褥
瘡や難治性潰瘍といった慢性の創傷に至るまで、

幅広い創傷関連分野における治療法の開発、検証、
および症例報告といった情報共有活動を行ってい
る学会である。

　今回の学術集会では、近年の保険適用を受けて
多種の治療機器が開発されている陰圧局所閉鎖療
法（NPWT）の治療成績が多く報告されていた。陰
圧局所閉鎖療法は、損傷部位を陰圧負荷がかけら
れるようなドレッシング材で被覆し、外部から持
続的な陰圧を負荷することで線維芽細胞の活性化
を促し、治癒促進を図るという治療法であり、既に
in vitroレベルで有効性が多く報告されている。こ
れを受けて、in vivoにおける治療成績を調査した
ところ、良好な成績が得られたとの報告が多数紹
介されていた。その他の講演内容では、新しい創傷
治療術や治療デバイスについての治療成績報告が
多かった。
　以下に、興味のある演題について記す。

○頭部、四肢の外傷性皮膚欠損創に対する
shoelace techniqueの有用性

佐藤顕光ら(東北大学)
　動物における欠損域の大きい皮膚損傷の治療
は、困難を極める。こういった場合、ヒトでは従来
植皮術や皮弁移植術を行うことも多いが、受傷直
後の損傷部位では周囲の皮膚の収縮や患部の腫脹
といった変化により、皮膚欠損創が想像以上に拡
大することも少なくない。今回の発表ではこのよ
うな症例に対し、海外で報告されている輪ゴムを
使ったshoelace techniqueを採用し良好な結果を
得ていた。
　Shoelaceとは、「靴ひも」を意味する。創部の両側
辺縁に沿ってステイプラ－針を、創の長辺に対し
垂直方向に数カ所刺入した。滅菌した輪ゴム（ゴム
ひもが扁平なタイプ）を切断し1本のひものよう
にして、靴ひもを通すようにジグザグにステイプ
ラ－針に通し、創部が縮小するように適度に張力
をかけ固定した。数日後、局所の腫脹が軽減し、輪
ゴムの張力が減少したら、緩んだゴムを縛り上げ
て張力を再びかけた。最終的に潰瘍部分が残存し
ていた場合は植皮術を行った。この方法により、た
とえ皮膚欠損が大きい創であっても順調に癒合さ
せることが可能であった。この手技は非常に安全
かつ簡便という意味で興味深く、ウマ臨床でも応
用可能で有用な技術と考えられた。

○シリコンゲルドレッシングを用いた創傷被覆材
の創面への非固着性の検討

山下　建ら（札幌医科大学）
　近年多種多様な素材の創傷被覆材が開発され、
臨床応用されている。それら被覆材の創傷への固
着性は様々であり、場合によっては被覆材の交換
時に創傷面の出血を誘発してしまうことも少なく
ない。今回演者らはシリコンゲルを用いた創傷被
覆材（エスアイエイドメッシュ）に着目し、創に対
する非固着性を他の被覆材と比較した。
　SDラットの背部に径3cmの皮膚潰瘍創を作成。
その上に5cm角程度の創傷被覆材を貼付した。被
覆材はシリコンゲルドレッシング、シリコンガー
ゼ、木綿ガーゼを用いた。創作成後、2日目、5日目
に被覆材を交換し、9日目の被覆材の創部への固
着を肉眼で観察し、また吊るし型のはかりを用い
て固着強度を計測した。さらに、9日目の創部組織
を被覆材ごと採取し、病理組織学的な検討を行っ
た。
　創作製後9日目の被覆材剥離時、シリコンゲル
ドレッシングでは創部の肉芽組織、周囲からの上
皮組織ともに被覆材への癒着はなく、他の被覆材
と比較しても明らかに剥離が容易だった。他の被
覆材では肉芽組織もともに剥離され、出血も伴っ
た。固着強度測定においても、シリコンゲルドレッ
シングは有意に低い値を示した。病理組織学的に
は、固着のなかった潰瘍ほど組織に厚みがあり、線
維芽細胞の増殖や周囲からの上皮化も認められ
た。一方、固着の見られた潰瘍では組織が薄く、ま
た炎症細胞浸潤や組織破壊も多く見られた。さら
に固着の見られた潰瘍においては、被覆材の繊維
の隙間を通って肉芽組織が増生しており、被覆材
の剥離によって著しい出血を伴った肉芽組織の剥
離が生じるものと考えられた。これによりシリコ
ンゲルドレッシングは他の被覆材に比べ明らかに
固着しない性質を示した。シリコンゲルドレッシ
ングによる創の被覆によって創部の創傷治癒環境
も保持され、速やかな上皮化が期待できるものと
考えられた。
　創傷被覆材については、獣医臨床においても新
素材による新製品が多数発売されているが、その
固着性の相違を組織学的に検討した報告は少な

い。創部に対する非固着性の向上という意味では、
他社製品では被覆面にハイドロコロイド粒子やワ
セリンなどを使用しているものも発売されてお
り、選択肢は多岐にわたっている。今回の報告によ
り、湿潤環境の維持という観点も含めて被覆材の

適切な選択を行い、創傷を適切に保護することが、
早期の創傷治癒を期待する上で重要であることを
再認識した。

（福田健太郎）

○常圧低酸素下における最大酸素摂取量と最大心
拍数の減少
Decrements in VO2max and Heart Rate Max in 
Normobaric Hypoxia

Hoeh E.A.ら（北ミシガン大学）
　常圧低酸素を利用した間欠的トレーニングは研
究が盛んに行われていると同時に、持久力を向上
させることを目的として一般のアスリートの間に
おいても徐々に浸透し、利用されるようになって
きた。高地でのトレーニングにおいては、血中の酸
素分圧の低下により最大酸素摂取量や最大心拍数
の減少を伴った有酸素運動能力の低下を引き起す
ことが知られている。そこで、本研究においては、
いくつかの酸素濃度による常圧低酸素下の運動が
最大酸素摂取量と最大心拍数に与える影響につい
て検討した。11人の普段から運動を頻繁に行って
いる健常者を被験者とした（23.9 ± 6 .5  歳,  
66.7± 7.3 kg）。運動負荷試験は常圧下、すなわ
ち、海抜0 m付近で吸入酸素濃度を21%（高度0 m
相当）、17.5%（高度1500 m相当）、 14.5% （高度
3000 m相当）および12%（高度4500 m相当）に変
化させて行われた。運動負荷試験は少なくとも2
日間以上の間隔をあけて行われた。酸素摂取量お
よび心拍数は経時的に測定され、疲労困憊になる
まで運動負荷試験は続けられた。結果、最大酸素摂
取量は常圧下の吸入酸素濃度21%と比較して酸素
濃度17.5%では6.36 ± 3.0 ml kg-1 min-1 (10.8%)、 
酸素濃度14.5%では11 ± 4.9 ml kg- 1  min - 1  
(18.8%)、 酸素濃度12.5%では16.3 ± 5.0 ml kg-1 

min-1 (27.8%)減少した。最大酸素摂取量は吸入酸
素濃度21%と比較して、すべての低酸素濃度にお
いて有意に減少した。一方、最大心拍数は常圧下の
吸入酸素濃度21%と比較して酸素濃度17.5%では
4.7 ± 6.1回/分(2.4%)、 酸素濃度14.5%では6.0± 
4.9回/分(3.1%)、濃度12.5%では11.5 ± 4.5回/分
(4.4%)減少した。最大心拍数は、常圧下の吸入酸素
濃度21%と比較して酸素濃度14.5%および12.5%
において有意な減少が認められた。これらのこと
から、常圧低酸素下においてのトレーニングメ
ニュー策定においては、低酸素に由来すると考え
られる最大心拍数の低下を考慮したメニューが必
要であると考えられた。
　常圧低酸素下における最大酸素摂取量の低下は
想像に難くない。一方で、人においては吸入酸素濃
度依存性に最大心拍数の低下が認められた。馬に
おいても、われわれの研究によりわずかであるが
低下することが明らかとなっている。しかし、馬に
おいては濃度による違いは検討されておらず、こ
の点について早急に検討したいと考えている。

○高強度インターバルトレーニングと中等度の持
続的トレーニングの心血管代謝の改善について
High-intensity Interval Training Versus 
Moderate-intensity Continuous Training For 
Improv ing  Card iometabol ic  Measures :  
Six-month Follow-up Study
Robinson E.ら（カナダブリティッシュコロンビア
大学）
　近年、高強度インターバルトレーニングは、伝統
的に行われている中等度の持続的トレーニングよ
りも心血管代謝をより改善することが多く報告さ
れている。しかし、高強度インターバルトレーニン
グと中等度の持続的トレーニングについて、ト
レーニングの効果が長期間に渡って持続している
か否かについての報告はほとんどみられない。そ
こで本研究では、運動習慣のない人に対する高強
度インターバルトレーニングと中等度の持続的ト
レーニングが、心血管代謝に及ぼす影響について
6ヶ月間にわたって調査した。36人の被験者は2群
に分けられ、1群は10日間の高強度インターバル
トレーニング（1分間の85％VO2max強度の運動を

4回から10回）を、もう1群は同じく10日間の中等
度の持続的トレーニング（20 ~ 50分間の60％
VO2max強度の運動）が課せられた。この10日間の
トレーニングは、指導員の下に行われた。10日間
のトレーニング後、各群の被験者は維持トレーニ
ングとして週に3回、10日間のトレーニングメ
ニューと同じメニューを6ヶ月間行った。測定項
目は、血糖値と血中インスリン濃度、最大酸素摂取
量であった。測定項目は、10日間のトレーニング
の前後およびトレーニング1ヶ月後および6ヶ月
後において測定された。その結果、高強度インター
バルトレーニングと中等度の持続的トレーニング
は、トレーニング前後においていずれも最大酸素
摂取量が有意に増加した（運動前1.80 ± 0.4 
L/min、運動後 1.91 ± 0.5 L/min）。それぞれの群
において運動前と比較して最大酸素摂取量の増加
は1ヶ月持続したが、6ヶ月間後まで持続したのは
高強度インターバルトレーニング群のみであっ
た。血糖値や血中インスリン濃度は運動前後にお
いて有意な変化は認められなかった。以上のこと
から高強度インターバルトレーニングは中等度の
持続的トレーニングに比較して短期的な効果だけ
でなく、6ヶ月におよぶ維持トレーニングにおい
ても効果が認められることが明らかとなった。
　高強度インターバルトレーニングは、運動頻度
を落としても比較的長期間、被験者の体力が維持
されることが明らかにされた。競走馬においても
放牧期間などは持続的に運動が行われる場合が多
いが、メニュー策定においては頻度や時間よりも
運動強度を主眼に調整されることが効果的である
と考えられた。

○炭水化物の摂取量の違いによる体内の水分状態
と筋グリコーゲンの回復について
Body Water Status and Muscle Glycogen 
Recovery: Effect of Different Amounts of 
Carbohydrate Intake

Shiose K.（国立スポーツ科学センター）
　骨格筋におけるグリコーゲンは、運動時のエネ
ルギー源として重要であることが知られている。
この筋中のグリコーゲン量は、筋バイオプシーや
13Cを用いた核磁気共鳴分光法などで測定するこ

とができるが、測定方法は煩雑である。一方、1 gの
筋グリコーゲンは1 ~ 3 gの水と結合しているこ
とが知られており、組織の水分量はグリコーゲン
濃度のマーカーとなる可能性がある。組織の水分
は細胞内液や細胞外液として存在するが、非侵襲
的に細胞内液と細胞外液の状態を知ることができ
る方法としては多周波生体電気インピーダンス分
光法が存在する。本研究では、この多周波生体電気
インピーダンス分光法を用いて、高炭水化物食摂
取および低炭水化物食摂取が筋グリコーゲンの回
復に与える影響を体内の水分量の変化により評価
できるかどうかについて実験を行った。グリコー
ゲンを枯渇させるために、自転車エルゴメーター
にて70% VO2max強度の運動を1時間行い、その後
1分間の100% VO2max強度の間欠運動を5本行い、
引き続き100% VO2max強度の運動を疲労困憊ま
で行った。被験者は運動後、カロリーを同じにした
低炭水化物食または高炭水化物食を摂取して、13C
を用いた核磁気共鳴分光法により筋グリコーゲン
の回復を、多周波生体電気インピーダンス分光法
により細胞内液と細胞外液の状態は観察した。そ
の結果、疲労困憊の運動により筋グリコーゲンは
運動前の値と比較して、30.2 ± 15.3%減少した。
高炭水化物食群は運動後12時間の筋グリコーゲ
ンが運動前と比較して82.7 ± 11.5%であり、低炭
水化物食群（64.8 ± 16.7%）より有意に高値を示
した。また、高炭水化物食群は運動後24時間の筋
グリコーゲンについても運動前と比較して100.1 
± 12.9%であり、低炭水化物食群（81.7 ± 21.8%）
より有意に高い値を示した。細胞外液の指標は運
動後4時間において高炭水化物食群が低炭水化物
食群より有意に高く、その後も高炭水化物食群が
高い傾向が認められた。筋グリコーゲンの含量が
多いときに細胞外の指標は上昇したが、筋グリ
コーゲン含量と細胞外液の指標の変化は一致しな
かった。
　多周波生体電気インピーダンス分光法による細
胞外液の測定では筋グリコーゲンが多いほど高い
値が観察された。血糖値など、他の指標との関係は
測定されていないが、グリコーゲン含量と細胞外
液は経時的な変化が一致していないことから直接
的な相関はなさそうである。しかし、トレーニング

後の食事の炭水化物量の違いにより組織液の組成
が変化することは、レース後などの激運動後のコ
ンディショニングに影響すると考えられ、非常に
興味深い発表であった。

(大村　一)

○平地および高地におけるエリートアスリートの
競技力アップのための高地/低酸素トレーニング
Altitude/Hypoxic Training by Elite Athletes for 
Competition at Sea Level and Altitude
R. Chapman（インディアナ大学/米国陸上競技連
盟）
　高地/低酸素トレーニングを考える上で、重要な
原則がいくつかある。１）標高はどのくらいがいい
のか、２）何日間滞在するべきなのか、３）平地にい
つ戻るべきなのか、といったものである。
　まず、どのくらいの標高が高地トレーニングに
適しているのかを調べるために、標高1800 m, 
2100 m, 2500 m, 2800 mの高地のいずれかに滞
在し、標高1250 mでトレーニングするLive  
High-Train Lowモデル（高地に住んで、低地でト
レーニングする）の高地トレーニングを4週間実
施した。3000 m走タイムトライアルのパフォーマ
ンスは高地トレーニング終了直後および2週間後
において、2100 mと2500 mの2群が向上し、その
他の群では変化しなかった。最大酸素摂取量は、
2100 m以上の3群において高地トレーニング終
了直後および2週間後ともに増加した。高地ト
レーニング終了直後は、すべての群の赤血球量が
増加していたが、2週間後にはすべての群におい
てベースラインまで戻っていた。赤血球を増加さ
せる効果のあるエリスロポエチン濃度は、2100 m
以上の3群は高地に移動してから72時間まで、
1800 m群は48時間後までは高いレベルを保って
いたが、それ以降は徐々に低下し、ベースラインま
で戻った。これらの結果から考えると、平地でのパ
フォーマンスを向上させるために4週間の高地ト
レーニング合宿をする際には、2000 mから2500 
mがターゲットの標高となる。
　次に何日間高地に滞在するかであるが、可能で
あれば4週間滞在することが望ましいようだ。ヘ
モグロビン量の推移を見てみると、3週間では

0.3%しか増加しないが、4週間では4.2%増加して
いるという報告がある。
　高地から平地に戻って何日後のパフォーマンス
がベストなのか？という課題には様々な意見があ
る。7 ~ 14日後は良くないが、0 ~ 7日後と14 ~ 25
日後は良いというレビューが比較的多く、17日後
がゴールデンタイムであるという研究者もいる。
高地から戻って日数を経るほど、赤血球数やヘモ
グロビン量のような血液学的要素は効果が減少し
てくるが、平地でしっかりとトレーニングするこ
とによって、神経や筋に関する要素は改善されて
くるため（高地トレーニングではトレーニングの
質や量が低下しやすいと言われている）、14日以
降も良い時期とされているようだ。演者の個人的
意見としては、平地に戻って2 ~ 3日後までは特に
マラソンのような長距離競技に適しており、4 ~ 
12日後は良くない期間であり、13日以降は5000 
mのような中距離競技に向いていると述べてい
る。
　我々も2010 ~ 2013年の一般研究において、サ
ラブレッドにおける低酸素トレーニングの効果を
調べた。その結果、サラブレッドにおいても運動パ
フォーマンスや最大酸素摂取量が向上することが
分かった。その際には酸素濃度15%（標高2500 m
相当）で週3回 x 4週間のトレーニングをし、最後
の低酸素トレーニングから約48時間後に運動負
荷テストを実施した。もちろん、あらかじめ下調べ
をしていたからではあるが、今回の講演でも述べ
られている最適な標高およびトレーニング期間、
平地に戻ってからの最適な日数をすべて満たした
実験条件となっている。今後はこれらの条件から
少し外れても、例えば標高がもう少し低い場合や、
低酸素トレーニングを2週間だけしかしてない場
合、さらには平地に戻って2週間後でも同様に低
酸素トレーニングの効果はあるのかどうかをサラ
ブレッドにおいて調べていきたい。

○運動パフォーマンスにおける暑熱馴化と効果
Heat Acclimation Adaptations and the Influence 
on Exercise Performance

S. Lorenzo（レイクエリー医科大学）
　運動パフォーマンスに気温は大きな影響を及ぼ

す。例えば、最高気温18℃までで実施された2005
年から2013年（2007年以外）のシカゴマラソン優
勝者のタイムは平均2時間6分、完走者の平均タイ
ムは4時間30分だが、最高気温が31℃にまで達し
た2007年は優勝タイムが4％低下し、完走者の平
均タイムは6%低下している。このようなことか
ら、暑い環境下でトレーニングすることによって、
暑熱環境下での運動パフォーマンスを向上させる
ことができるかどうかを調べた。
　気温40℃において、10日間連続で50% VO2max
強度の運動を45分間 x 2セット行ったところ、気
温13℃で同様の運動を実施した場合に比べて、
様々な適応が起こることが分かった（気温13℃の
コントロール群では、トレーニング前と比較して
すべての項目で変化がなかった）。まず血漿量が
7%増加することにより、1回拍出量が増加し、同じ
速度で運動しているときの心拍数が9%低下した。
また、皮膚血流が増加することにより、発汗量が増
加し、運動直後の中心部体温がトレーニング前と
比較して0.5℃低下した。さらに暑熱環境群ではト
レーニング前と比較して、最大酸素摂取量が6%、
乳酸閾値は5%、タイムトライアルのパフォーマン
スが7%向上した。このような結果から、暑熱環境
下でトレーニングすると、より疲労しにくくなり、
運動パフォーマンスが向上することが示唆され
た。
　JRAの競馬にシーズンオフはない。寒い時期も
暑い時期も競馬は開催される。そもそもサラブ
レッドは体の大きな動物であることから、暑さに
は弱いとされている。そのため、暑い時期は早朝の
涼しい時間帯に調教を実施したり、涼しい北海道
にサラブレッドを移動させて調教を継続すること
が多い。もちろんサラブレッドの体調がきちんと
コントロールできるということが前提にはなる
が、あえて過酷な暑熱環境下でトレーニングを実
施することによって、さらなるパフォーマンス向
上を狙うというアプローチも考慮に入れる必要が
あるのかもしれない。また、暑い時期にはレース後
に熱中症になる馬が散見されるが、この暑熱環境
下トレーニングには運動時の体温上昇を抑制する
効果もあるので、熱中症予防にも効果があるかも
しれない。

○低酸素下における5日間のスプリントトレーニ
ングがスプリンターの運動パフォーマンスに与え
る影響
Effect of 5 days of Sprint Training in Hypoxia 
on Exercise Performance in Sprinters

N. Kasaiら（立命館大学）
　低酸素下でのスプリントトレーニングが無酸素
能力を向上させることが、最近報告されている
（Hamlin et al. 2010, Faiss et al. 2013）。さらに演
者らは先行研究において、女性チームスポーツ選
手に低酸素下（酸素濃度14.5%）で4週間の高強度
インターバルトレーニングを行うと、常酸素下で
の同様のトレーニングに比べて、スプリントパ
フォーマンスが向上することを報告している。し
かし、低酸素下スプリントトレーニングの、１）ス
プリンターにおける効果および２）短期間におけ
る効果はまだ確かめられていない。そこで低酸素
下において、5日間連続で実施したスプリントト
レーニングが、スプリンターの運動パフォーマン
スに与える影響を調べることを目的とした。
　12名の男性大学生スプリンターをランダムに
常酸素群と低酸素群に分け、両群の被験者は5日
間連続で（計9回）高強度スプリントトレーニング
をエアロバイクを用いて実施した。低酸素群は酸
素濃度14.5%において、すべてのトレーニングを
行い、常酸素群は同じメニューを酸素濃度20.9%
において実施した。トレーニング期間の前後に10
秒間最大ペダリングテスト、繰り返しスプリント
テスト（6秒最大ペダリング+24秒休憩、5セット）、
30秒間最大ペダリングテストおよび最大酸素摂
取量測定を行った。
　トレーニング後の10秒間最大ペダリングテス
トのパワー出力は、低酸素群でのみ増加した（3.1 
± 0.6 W/kg→3.2 ± 0.5 W/kg, P < 0.05）。繰り返
しスプリントテストにおけるパワー出力の推移は

両群とも同様だったが、1セット目のパワー出力
の増加率は低酸素群の方が高かった（低酸素, 4.0 
± 0.9% vs 常酸素, 1.7 ± 0.5%, P = 0.05）。両群の
最大酸素摂取量に変化はなかった。結論として、低
酸素下における5日間連続の高強度トレーニング
によって、大学生スプリンターのスプリントパ
フォーマンスが向上した。
　前述したように、サラブレッドにおいて4週間
の低酸素トレーニングで運動パフォーマンスや有
酸素能力が向上することを我々は報告している。
しかし低酸素トレーニングは馬にとって苦しいト
レーニングであるため、4週間もトレーニングを
継続していくと、中には食欲が減退して痩せてく
る馬もいる。もし短期間で低酸素トレーニングの
効果を得ることができるのであれば、馬の体調管
理の面から考えると好材料と言える。さすがに5
日間だけでは4週間の低酸素トレーニングと同様
と言えるまでの効果は得られていないが、体調を
崩しやすい馬へのバックアッププランになる可能
性は十分にあるであろう。

（向井和隆）

終わりに
　ACSM年次総会はヨーロッパ、北米をはじめ世
界各国の運動生理研究者が多数参加する重要な学
会である。このような国際会議に参加し、世界中の
研究者と知識を共有し、情報を交換できたことは、
今後の研究を進めてゆく上で非常に有意義だっ
た。特に委託研究を依頼している山口大学宮田教
授や招聘研究を行っているカリフォルニア大学
デービス校ジョーンズ教授とは有意義なディス
カッションを行うことができた。
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　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

　本学会は日本形成外科学会の分会として2008
年に設立され、外傷・熱傷などの新鮮創傷から、褥
瘡や難治性潰瘍といった慢性の創傷に至るまで、

幅広い創傷関連分野における治療法の開発、検証、
および症例報告といった情報共有活動を行ってい
る学会である。

　今回の学術集会では、近年の保険適用を受けて
多種の治療機器が開発されている陰圧局所閉鎖療
法（NPWT）の治療成績が多く報告されていた。陰
圧局所閉鎖療法は、損傷部位を陰圧負荷がかけら
れるようなドレッシング材で被覆し、外部から持
続的な陰圧を負荷することで線維芽細胞の活性化
を促し、治癒促進を図るという治療法であり、既に
in vitroレベルで有効性が多く報告されている。こ
れを受けて、in vivoにおける治療成績を調査した
ところ、良好な成績が得られたとの報告が多数紹
介されていた。その他の講演内容では、新しい創傷
治療術や治療デバイスについての治療成績報告が
多かった。
　以下に、興味のある演題について記す。

○頭部、四肢の外傷性皮膚欠損創に対する
shoelace techniqueの有用性

佐藤顕光ら(東北大学)
　動物における欠損域の大きい皮膚損傷の治療
は、困難を極める。こういった場合、ヒトでは従来
植皮術や皮弁移植術を行うことも多いが、受傷直
後の損傷部位では周囲の皮膚の収縮や患部の腫脹
といった変化により、皮膚欠損創が想像以上に拡
大することも少なくない。今回の発表ではこのよ
うな症例に対し、海外で報告されている輪ゴムを
使ったshoelace techniqueを採用し良好な結果を
得ていた。
　Shoelaceとは、「靴ひも」を意味する。創部の両側
辺縁に沿ってステイプラ－針を、創の長辺に対し
垂直方向に数カ所刺入した。滅菌した輪ゴム（ゴム
ひもが扁平なタイプ）を切断し1本のひものよう
にして、靴ひもを通すようにジグザグにステイプ
ラ－針に通し、創部が縮小するように適度に張力
をかけ固定した。数日後、局所の腫脹が軽減し、輪
ゴムの張力が減少したら、緩んだゴムを縛り上げ
て張力を再びかけた。最終的に潰瘍部分が残存し
ていた場合は植皮術を行った。この方法により、た
とえ皮膚欠損が大きい創であっても順調に癒合さ
せることが可能であった。この手技は非常に安全
かつ簡便という意味で興味深く、ウマ臨床でも応
用可能で有用な技術と考えられた。

○シリコンゲルドレッシングを用いた創傷被覆材
の創面への非固着性の検討

山下　建ら（札幌医科大学）
　近年多種多様な素材の創傷被覆材が開発され、
臨床応用されている。それら被覆材の創傷への固
着性は様々であり、場合によっては被覆材の交換
時に創傷面の出血を誘発してしまうことも少なく
ない。今回演者らはシリコンゲルを用いた創傷被
覆材（エスアイエイドメッシュ）に着目し、創に対
する非固着性を他の被覆材と比較した。
　SDラットの背部に径3cmの皮膚潰瘍創を作成。
その上に5cm角程度の創傷被覆材を貼付した。被
覆材はシリコンゲルドレッシング、シリコンガー
ゼ、木綿ガーゼを用いた。創作成後、2日目、5日目
に被覆材を交換し、9日目の被覆材の創部への固
着を肉眼で観察し、また吊るし型のはかりを用い
て固着強度を計測した。さらに、9日目の創部組織
を被覆材ごと採取し、病理組織学的な検討を行っ
た。
　創作製後9日目の被覆材剥離時、シリコンゲル
ドレッシングでは創部の肉芽組織、周囲からの上
皮組織ともに被覆材への癒着はなく、他の被覆材
と比較しても明らかに剥離が容易だった。他の被
覆材では肉芽組織もともに剥離され、出血も伴っ
た。固着強度測定においても、シリコンゲルドレッ
シングは有意に低い値を示した。病理組織学的に
は、固着のなかった潰瘍ほど組織に厚みがあり、線
維芽細胞の増殖や周囲からの上皮化も認められ
た。一方、固着の見られた潰瘍では組織が薄く、ま
た炎症細胞浸潤や組織破壊も多く見られた。さら
に固着の見られた潰瘍においては、被覆材の繊維
の隙間を通って肉芽組織が増生しており、被覆材
の剥離によって著しい出血を伴った肉芽組織の剥
離が生じるものと考えられた。これによりシリコ
ンゲルドレッシングは他の被覆材に比べ明らかに
固着しない性質を示した。シリコンゲルドレッシ
ングによる創の被覆によって創部の創傷治癒環境
も保持され、速やかな上皮化が期待できるものと
考えられた。
　創傷被覆材については、獣医臨床においても新
素材による新製品が多数発売されているが、その
固着性の相違を組織学的に検討した報告は少な

い。創部に対する非固着性の向上という意味では、
他社製品では被覆面にハイドロコロイド粒子やワ
セリンなどを使用しているものも発売されてお
り、選択肢は多岐にわたっている。今回の報告によ
り、湿潤環境の維持という観点も含めて被覆材の

適切な選択を行い、創傷を適切に保護することが、
早期の創傷治癒を期待する上で重要であることを
再認識した。

（福田健太郎）
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森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
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らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）

　本学会は日本形成外科学会の分会として2008
年に設立され、外傷・熱傷などの新鮮創傷から、褥
瘡や難治性潰瘍といった慢性の創傷に至るまで、

幅広い創傷関連分野における治療法の開発、検証、
および症例報告といった情報共有活動を行ってい
る学会である。

　今回の学術集会では、近年の保険適用を受けて
多種の治療機器が開発されている陰圧局所閉鎖療
法（NPWT）の治療成績が多く報告されていた。陰
圧局所閉鎖療法は、損傷部位を陰圧負荷がかけら
れるようなドレッシング材で被覆し、外部から持
続的な陰圧を負荷することで線維芽細胞の活性化
を促し、治癒促進を図るという治療法であり、既に
in vitroレベルで有効性が多く報告されている。こ
れを受けて、in vivoにおける治療成績を調査した
ところ、良好な成績が得られたとの報告が多数紹
介されていた。その他の講演内容では、新しい創傷
治療術や治療デバイスについての治療成績報告が
多かった。
　以下に、興味のある演題について記す。

○頭部、四肢の外傷性皮膚欠損創に対する
shoelace techniqueの有用性

佐藤顕光ら(東北大学)
　動物における欠損域の大きい皮膚損傷の治療
は、困難を極める。こういった場合、ヒトでは従来
植皮術や皮弁移植術を行うことも多いが、受傷直
後の損傷部位では周囲の皮膚の収縮や患部の腫脹
といった変化により、皮膚欠損創が想像以上に拡
大することも少なくない。今回の発表ではこのよ
うな症例に対し、海外で報告されている輪ゴムを
使ったshoelace techniqueを採用し良好な結果を
得ていた。
　Shoelaceとは、「靴ひも」を意味する。創部の両側
辺縁に沿ってステイプラ－針を、創の長辺に対し
垂直方向に数カ所刺入した。滅菌した輪ゴム（ゴム
ひもが扁平なタイプ）を切断し1本のひものよう
にして、靴ひもを通すようにジグザグにステイプ
ラ－針に通し、創部が縮小するように適度に張力
をかけ固定した。数日後、局所の腫脹が軽減し、輪
ゴムの張力が減少したら、緩んだゴムを縛り上げ
て張力を再びかけた。最終的に潰瘍部分が残存し
ていた場合は植皮術を行った。この方法により、た
とえ皮膚欠損が大きい創であっても順調に癒合さ
せることが可能であった。この手技は非常に安全
かつ簡便という意味で興味深く、ウマ臨床でも応
用可能で有用な技術と考えられた。

○シリコンゲルドレッシングを用いた創傷被覆材
の創面への非固着性の検討

山下　建ら（札幌医科大学）
　近年多種多様な素材の創傷被覆材が開発され、
臨床応用されている。それら被覆材の創傷への固
着性は様々であり、場合によっては被覆材の交換
時に創傷面の出血を誘発してしまうことも少なく
ない。今回演者らはシリコンゲルを用いた創傷被
覆材（エスアイエイドメッシュ）に着目し、創に対
する非固着性を他の被覆材と比較した。
　SDラットの背部に径3cmの皮膚潰瘍創を作成。
その上に5cm角程度の創傷被覆材を貼付した。被
覆材はシリコンゲルドレッシング、シリコンガー
ゼ、木綿ガーゼを用いた。創作成後、2日目、5日目
に被覆材を交換し、9日目の被覆材の創部への固
着を肉眼で観察し、また吊るし型のはかりを用い
て固着強度を計測した。さらに、9日目の創部組織
を被覆材ごと採取し、病理組織学的な検討を行っ
た。
　創作製後9日目の被覆材剥離時、シリコンゲル
ドレッシングでは創部の肉芽組織、周囲からの上
皮組織ともに被覆材への癒着はなく、他の被覆材
と比較しても明らかに剥離が容易だった。他の被
覆材では肉芽組織もともに剥離され、出血も伴っ
た。固着強度測定においても、シリコンゲルドレッ
シングは有意に低い値を示した。病理組織学的に
は、固着のなかった潰瘍ほど組織に厚みがあり、線
維芽細胞の増殖や周囲からの上皮化も認められ
た。一方、固着の見られた潰瘍では組織が薄く、ま
た炎症細胞浸潤や組織破壊も多く見られた。さら
に固着の見られた潰瘍においては、被覆材の繊維
の隙間を通って肉芽組織が増生しており、被覆材
の剥離によって著しい出血を伴った肉芽組織の剥
離が生じるものと考えられた。これによりシリコ
ンゲルドレッシングは他の被覆材に比べ明らかに
固着しない性質を示した。シリコンゲルドレッシ
ングによる創の被覆によって創部の創傷治癒環境
も保持され、速やかな上皮化が期待できるものと
考えられた。
　創傷被覆材については、獣医臨床においても新
素材による新製品が多数発売されているが、その
固着性の相違を組織学的に検討した報告は少な

い。創部に対する非固着性の向上という意味では、
他社製品では被覆面にハイドロコロイド粒子やワ
セリンなどを使用しているものも発売されてお
り、選択肢は多岐にわたっている。今回の報告によ
り、湿潤環境の維持という観点も含めて被覆材の

適切な選択を行い、創傷を適切に保護することが、
早期の創傷治癒を期待する上で重要であることを
再認識した。

（福田健太郎）
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　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）
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　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

第6回日本昆虫科学連合シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム

　第６回日本昆虫科学連合シンポジウム・日本学
術会議公開シンポジウム 「衛生動物が媒介する病
気と被害」が平成27年8月1日、東京大学弥生講堂
にて開催され参加しましたので、その概要を報告
します。本シンポジウムの主催者である日本昆虫
科学連合は、昆虫科学および関連学問分野の研究
および教育を推進し、我が国におけるこの分野の
発展と社会的普及に寄与することを目的として、
日本衛生動物学会、日本応用動物昆虫学会、都市有
害生物管理学会、日本環境動物昆虫学会、日本蜘蛛
学会、日本昆虫学会、日本蚕糸学会、日本ダニ学会、
日本動物学会、日本農芸化学会、日本農薬学会、日
本比較生理生化学会、日本ペストロジー学会、日本
野蚕学会、日本鱗翅学会が構成員となって2010年
7月に発足した団体である。
　今回のシンポジウムは、日本衛生動物学会が中
心となって企画されたもので、近年問題となって
いる衛生動物が媒介する病気について、昆虫・害虫
関係、獣医関係、人医学関係のシンポジストにより
講演がなされた。それら演題名は以下のごとくで
ある。

１．デング熱をはじめとする蚊媒介性感染症の現
状

津田良夫（国立感染症研究所）

２．重症熱性血小板減少症候群（SFTS）をはじめと
するマダニ媒介性感染症の現状

前田　健（山口大学）

３．家畜に被害をもたらすヌカカ媒介性感染症
梁瀬　徹（動物衛生研究所）

４．節足動物の刺咬・吸血による人体被害
夏秋　優（兵庫医科大学）

５．トコジラミの刺咬による健康被害
木村悟朗（イカリ消毒）

６．殺虫剤による駆除の実際と課題
橋本知幸（日本環境衛生センター）

　本講演の中から特に興味が持たれた講演の概要
について以下に記載する。

○重症熱性血小板減少症候群（SFTS）をはじめと
するマダニ媒介性感染症の現状

前田　健（山口大学）
　演者は2012 年末に山口県の患者からSFTSウイ
ルス（ブニヤウイルス科の（－）1本鎖RNAを有する
ウイルス）の分離にわが国で初めて成功し、わが国
におけるSFTSの実態が明らかになってきた。SFTS
はダニが媒介する感染症で、致死率は30%以上と
言われており、注意を要する感染症である。本講演
ではこれまでに得られたSFTSに関する研究成績
と最新知見、そしてマダニ媒介性感染症対策の重
要性について講演がなされた。

SFTSの現状
1．SFTSの国内での発生は、三重県以西の西日本に
限られている。

2．患者の発生は一年中報告されているが、4月か
ら8月のダニの活動が活発になる時期に特に多
い。また50歳代以上の患者が多い。

3．日本のSFTSウイルスの遺伝子解析の結果 、わが
国でウイルスが確認される数年前に中国で確
認されたウイルスとは異なっていたことが明
らかになり、日本国内には以前よりSFTSウイル
スが侵入していたと推測される。

4．わが国の野外のフタトゲチマダニとキチマダ
ニからSFTSウイルスが検出された。フタトゲチ
マダニの体内でSFTSウイルスは維持されてお

り、ダニの唾液腺にウイルスの局在が確認され
たことから、ダニが吸血する際にウイルスが動
物に感染するものと推測される。

5．野性のアライグマ、サル、シカ、飼育犬でウイル
ス血症が確認されたことから、これらの動物と
ダニの感染環が考えられた。

6．アライグマでは腸管および糞便中からもウイ
ルス遺伝子が検出された。ヒトでは患者の排泄
物から伝染することが報告されており、可能性
は低いかもしれないがダニを介さない感染の
可能性も考えられた。

7．流行地の飼育犬では、低率ながらも数%の犬で
血液中にウイルス遺伝子が検出された。

8．野生動物のSFTSウイルス感染率が急上昇して
いる地域がある。

SFTSに対しての警告
1．SFTSは以前から国内で発生があり、近年になっ
て本病の診断が可能となったためにわが国で
の存在が明らかになっただけではないかとの
考えもあるが、本病の感染は近年、確実に拡大
している地域も存在していることから、これま
でに発生のない地域でもSFTSに注意する必要
がある。

2．ダニの刺咬に注意することは当然であるが、野
生動物と接する人はその体液、排泄物の取扱に
注意する。また発生地域の伴侶動物の血液から
もSFTSウイルスは検出されているので、獣医師
や飼い主は注意を要する。

マダニ媒介性感染症についての提言
　ヒトに感染するマダニ媒介性感染症は、SFTS以

外にダニ媒介性脳炎、日本紅斑熱、ツツガムシ病、
野兎病、ライム病など様々である。わが国における
これら疾病の発生報告によれば、ダニによって媒
介される重篤な疾病は日本全国で発生している。
蚊が媒介する感染症とは異なり、大流行を引き起
こすことがなく、大都会での発生も殆どないため、
ダニ媒介性感染症は注目されることが少ない傾向
にあった。しかしマダニは致死率が高く、恐ろしい
病気を引き起こす病原体を保有している場合があ
ること、そしてその予防法・ 対策法を確実に国民
に伝えることが重要である。国内で認可されてい
るマダニの忌避剤はDEET(N,N-ジエチル-3-メチル
ベンズアミド)の濃度が低いため、効果の持続時間
が短い。ダニによる刺咬のリスクが高い狩猟者、農
業従事者、森林作業者などには海外で販売されて
いるように濃度を高めたものが必要であろう。そ
してさらに、渡り鳥などについたダニがどれほど
国内に侵入してきているのか、またダニが保有す
る病原体の種類に関する調査が必要である。
　馬のダニ媒介性感染症としては海外伝染病であ
る馬ピロプラズマ病があり、わが国は清浄国であ
るが、海外からの馬の輸入検疫においてしばしば
摘発されている。本病の媒介ダニは12種類知られ
ており、その内の2種類がわが国にも棲息してい
る。わが国に感染馬が何らかの理由で輸入され、野
外のダニとの間で感染環がひとたび形成されてし
まうと清浄化することは非常に困難となる。競馬
を開催しているJRAにとって、本病は非常に重要
な感染症であることから、ダニ媒介性感染症に関
する研究や情報収集は怠らず実施いていく必要性
を再認識した。

（片山芳也）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）
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　日本運動生理学会大会は今年で23回目を迎え
た。学術集会におけるシンポジウムの数や口頭お
よびポスター発表数は、毎年9月に開催される日
本体力医学会大会に比較すると小規模ではある
が、内容の濃いシンポジウムや一般発表が多かっ
た。

○骨格筋電気刺激トレーニングの基礎と応用
森谷敏夫（京都大学）

　演者らの研究グループは骨格筋低周波電気刺激
法を利用して、糖・エネルギー代謝活性化に及ぼす
効果について検討している。この手法は、体表に貼
り付けた表面電極を介して、骨格筋に電気刺激を
加え、筋収縮を誘発するものであり、体力が低下し
た患者であっても施行可能である。また、実際の運
動に比べて、呼吸循環系や関節への負担が少ない
状態で筋収縮を惹起することが可能である。演者
らが新たに開発したベルト電極式骨格筋電気刺激
法によって、肥満者や2型糖尿病の食後高血糖を
緩和したり、前十字靱帯再建手術患者の筋萎縮、筋
力低下を予防・改善することが示唆された。これら
の一連の研究結果から、電気刺激は低い運動強度
で解糖系エネルギー利用の高い速筋線維の動員を
可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲン代謝、
糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明
らかになった。さらに、速筋線維の選択的刺激は高
齢者の筋萎縮の予防のみならず、筋肥大を惹起さ
せる可能性を秘めている。これらの知見は、糖尿病
性合併症や心血管系合併症、その他の整形外科的
拘束によって運動が制限される人々に代謝改善効
果を享受しうる可能性を示唆している。最近、高強
度インターバルトレーニングは伝統的な持久的ト
レーニングでもたらされる多数の代謝的適応をよ

り効果的に惹起させる方法であることが、メタボ
リック症候群、心不全、冠動脈疾患の患者を対象に
した実験で明らかにされている。演者らは、ベルト
電極式骨格筋電気刺激法と随意の有酸素運動との
同時併用が心血管系・呼吸器系機能に与える影響
を検討した。その結果、電気刺激併用によって、心
拍数、酸素摂取量、血中乳酸濃度、呼吸交換比の有
意な増加が認められた。
　演者は30年間に渡って骨格筋電気刺激を研究
してきたこの分野の第一人者である。深夜のテレ
ビショッピング番組で販売している、腹筋を電気
刺激で鍛える商品の多くは高周波（80 Hz以上）で
あるため、筋が脱分極（弛緩）する時間が取れず、ほ
とんど効果は見込めない。演者らのグループは20 
Hzで20分間の電気刺激を2週間続けると筋肥大が
起こること、4 Hzの電気刺激では糖代謝が改善で
きることを報告している。しかし、この低周波電気
刺激は痛みを伴うため、演者らは電極をベルト型
にして面積を大きくし、パルスをexponential  
climbing pulseと呼ばれる形にすることによって、
痛みを軽減することに取り組んできた。ヒトの患
者だけでなく、サラブレッド競走馬においても、運
動器疾患発症後の運動制限に伴う筋萎縮は大きな
課題である。そのような競走馬に対して、この電気
刺激を行うことによって筋萎縮を抑制できるので
あれば、リハビリ期間の短縮が期待できる。一番の
懸案事項は電気刺激の痛みに対する馬の反応であ
るが、電気鍼やSSPによる治療に馴染みのある馬
であれば、対応可能なのではないだろうか。

○短時間の反復低酸素曝露がトレーニングによる
全身持久力向上に及ぼす影響

鈴木淳一（北海道教育大学）

　第６回日本昆虫科学連合シンポジウム・日本学
術会議公開シンポジウム 「衛生動物が媒介する病
気と被害」が平成27年8月1日、東京大学弥生講堂
にて開催され参加しましたので、その概要を報告
します。本シンポジウムの主催者である日本昆虫
科学連合は、昆虫科学および関連学問分野の研究
および教育を推進し、我が国におけるこの分野の
発展と社会的普及に寄与することを目的として、
日本衛生動物学会、日本応用動物昆虫学会、都市有
害生物管理学会、日本環境動物昆虫学会、日本蜘蛛
学会、日本昆虫学会、日本蚕糸学会、日本ダニ学会、
日本動物学会、日本農芸化学会、日本農薬学会、日
本比較生理生化学会、日本ペストロジー学会、日本
野蚕学会、日本鱗翅学会が構成員となって2010年
7月に発足した団体である。
　今回のシンポジウムは、日本衛生動物学会が中
心となって企画されたもので、近年問題となって
いる衛生動物が媒介する病気について、昆虫・害虫
関係、獣医関係、人医学関係のシンポジストにより
講演がなされた。それら演題名は以下のごとくで
ある。

１．デング熱をはじめとする蚊媒介性感染症の現
状

津田良夫（国立感染症研究所）

２．重症熱性血小板減少症候群（SFTS）をはじめと
するマダニ媒介性感染症の現状

前田　健（山口大学）

３．家畜に被害をもたらすヌカカ媒介性感染症
梁瀬　徹（動物衛生研究所）

４．節足動物の刺咬・吸血による人体被害
夏秋　優（兵庫医科大学）

５．トコジラミの刺咬による健康被害
木村悟朗（イカリ消毒）

６．殺虫剤による駆除の実際と課題
橋本知幸（日本環境衛生センター）

　本講演の中から特に興味が持たれた講演の概要
について以下に記載する。

○重症熱性血小板減少症候群（SFTS）をはじめと
するマダニ媒介性感染症の現状

前田　健（山口大学）
　演者は2012 年末に山口県の患者からSFTSウイ
ルス（ブニヤウイルス科の（－）1本鎖RNAを有する
ウイルス）の分離にわが国で初めて成功し、わが国
におけるSFTSの実態が明らかになってきた。SFTS
はダニが媒介する感染症で、致死率は30%以上と
言われており、注意を要する感染症である。本講演
ではこれまでに得られたSFTSに関する研究成績
と最新知見、そしてマダニ媒介性感染症対策の重
要性について講演がなされた。

SFTSの現状
1．SFTSの国内での発生は、三重県以西の西日本に
限られている。

2．患者の発生は一年中報告されているが、4月か
ら8月のダニの活動が活発になる時期に特に多
い。また50歳代以上の患者が多い。

3．日本のSFTSウイルスの遺伝子解析の結果 、わが
国でウイルスが確認される数年前に中国で確
認されたウイルスとは異なっていたことが明
らかになり、日本国内には以前よりSFTSウイル
スが侵入していたと推測される。

4．わが国の野外のフタトゲチマダニとキチマダ
ニからSFTSウイルスが検出された。フタトゲチ
マダニの体内でSFTSウイルスは維持されてお

り、ダニの唾液腺にウイルスの局在が確認され
たことから、ダニが吸血する際にウイルスが動
物に感染するものと推測される。

5．野性のアライグマ、サル、シカ、飼育犬でウイル
ス血症が確認されたことから、これらの動物と
ダニの感染環が考えられた。

6．アライグマでは腸管および糞便中からもウイ
ルス遺伝子が検出された。ヒトでは患者の排泄
物から伝染することが報告されており、可能性
は低いかもしれないがダニを介さない感染の
可能性も考えられた。

7．流行地の飼育犬では、低率ながらも数%の犬で
血液中にウイルス遺伝子が検出された。

8．野生動物のSFTSウイルス感染率が急上昇して
いる地域がある。

SFTSに対しての警告
1．SFTSは以前から国内で発生があり、近年になっ
て本病の診断が可能となったためにわが国で
の存在が明らかになっただけではないかとの
考えもあるが、本病の感染は近年、確実に拡大
している地域も存在していることから、これま
でに発生のない地域でもSFTSに注意する必要
がある。

2．ダニの刺咬に注意することは当然であるが、野
生動物と接する人はその体液、排泄物の取扱に
注意する。また発生地域の伴侶動物の血液から
もSFTSウイルスは検出されているので、獣医師
や飼い主は注意を要する。

マダニ媒介性感染症についての提言
　ヒトに感染するマダニ媒介性感染症は、SFTS以

外にダニ媒介性脳炎、日本紅斑熱、ツツガムシ病、
野兎病、ライム病など様々である。わが国における
これら疾病の発生報告によれば、ダニによって媒
介される重篤な疾病は日本全国で発生している。
蚊が媒介する感染症とは異なり、大流行を引き起
こすことがなく、大都会での発生も殆どないため、
ダニ媒介性感染症は注目されることが少ない傾向
にあった。しかしマダニは致死率が高く、恐ろしい
病気を引き起こす病原体を保有している場合があ
ること、そしてその予防法・ 対策法を確実に国民
に伝えることが重要である。国内で認可されてい
るマダニの忌避剤はDEET(N,N-ジエチル-3-メチル
ベンズアミド)の濃度が低いため、効果の持続時間
が短い。ダニによる刺咬のリスクが高い狩猟者、農
業従事者、森林作業者などには海外で販売されて
いるように濃度を高めたものが必要であろう。そ
してさらに、渡り鳥などについたダニがどれほど
国内に侵入してきているのか、またダニが保有す
る病原体の種類に関する調査が必要である。
　馬のダニ媒介性感染症としては海外伝染病であ
る馬ピロプラズマ病があり、わが国は清浄国であ
るが、海外からの馬の輸入検疫においてしばしば
摘発されている。本病の媒介ダニは12種類知られ
ており、その内の2種類がわが国にも棲息してい
る。わが国に感染馬が何らかの理由で輸入され、野
外のダニとの間で感染環がひとたび形成されてし
まうと清浄化することは非常に困難となる。競馬
を開催しているJRAにとって、本病は非常に重要
な感染症であることから、ダニ媒介性感染症に関
する研究や情報収集は怠らず実施いていく必要性
を再認識した。

（片山芳也）

　短時間の反復低酸素曝露がマウスの全身持久力
に及ぼす影響を調べるため、以下の二つの実験を
行った。
【実験1】マウスの以下の3条件の急性負荷を与え、
0, 3, 6, 10, 24時間後に腓腹筋を摘出した。酸素濃
度12% 60分間 x 1セット（Hypo群）、(酸素濃度
12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) x 4セット
（IntHypo群）、酸素濃度21%においてトレッドミル
走60分間（Tr群）。Hypo群では変化が認められな
かったが、VEGF mRNA（vascular endothelial 
growth factor；血管内皮成長因子）とPGC-1α 
mRNA（peroxisome prol i ferator-act ivated 
receptor-γ coactivator-1α；ミトコンドリア増殖
を調節する因子）がIntHypo群では運動6時間後に
増加し、Tr群では運動0時間後に増加した。
【実験2】酸素濃度12% 60分間 x 1セット+酸素濃
度21%においてトレッドミル走60分間（Hypo+Tr
群）、(酸素濃度12% 15分間+酸素濃度21% 10分間) 
x 4セット+酸素濃度21%においてトレッドミル走
60分間（IntHypo+Tr群）、酸素濃度21%においてト
レッドミル走60分間（Tr群）を3週間実施し、終了
時に漸増負荷走により持久的運動能力を測定し
た。さらに腓腹筋を摘出し、代謝酵素活性を測定し
た。最大運動能力はIntHypo+Tr群が他群より高い
値を示した。クエン酸シンターゼ（ミトコンドリア
のクエン酸回路の主要酵素）活性は全条件で増加
したが、HAD（3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵
素；脂質代謝に関わる酵素）活性はIntHypo+Tr群
でのみ増加した。PFK（ホスホフルクトキナーゼ；
解糖系酵素）およびLDH（乳酸脱水素酵素；解糖系
酵素）活性に有意な差は認められなかった。これら
の二つの実験結果より、短時間の反復低酸素曝露
は、骨格筋の脂質代謝を改善することで、持久的運
動能力を高める可能性があることが示唆された。
　ヒトの低酸素トレーニングにおいて、Live  
High-Train Lowと呼ばれる居住空間を低酸素にす
る場合、酸素濃度16%以下の環境に1日12時間以
上滞在することが推奨されている。そういう観点
から考えると、急性反応を観察した【実験1】にお
いて、酸素濃度12%に1時間だけ滞在したHypo群
に変化が認められなかったのは当然といえるが、
同じ時間しか低酸素下に滞在していないIntHypo

群のVEGFやPGC-1αが増えたことや、トレーニン
グ実験を行った【実験2】において、IntHypo+Tr群
の運動パフォーマンスや脂質代謝が高まったこと
は非常に興味深い。演者は、繰り返し低酸素曝露さ
れることによって、低酸素誘導因子（HIF-1α）の発
現が増強され、その下流のカスケードが活性化さ
れるのではないだろうかと仮説を述べていたが、
メカニズムの解明にはさらなる研究が必要であ
る。

○温熱刺激は脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進を抑制する

田村優樹ら（東京大学）
　外傷性神経損傷は骨格筋の脱神経支配を誘導
し、ミトコンドリアを減少させる。演者らは、脱神
経支配による骨格筋ミトコンドリア分解に対する
治療法として温熱刺激が有効であるかどうかを明
らかにすることを目的として、実験を行った。8週
齢の雄性ICRマウスを対象として、10日間にわ
たって坐骨神経を切除し、ミトコンドリア分解を
誘導した。脱神経支配期間のうち7日間に温熱刺
激（方式：暑熱環境への曝露、温度：40℃、時間：30
分）を与えた。
　脱神経支配によって、ミトコンドリア分解機構
であるミトコンドリア選択的オートファジーの活
性化（ミトコンドリア分画におけるPark i n ,  
Ub-conjugated, LC3-IIの発現量増加）およびミト
コンドリア量の減少（CS最大活性の低下および
COX I & IV発現量低下）が認められた。一方、温熱
刺激によって脱神経支配による骨格筋ミトコンド
リア分解の亢進およびミトコンドリア量の減少が
抑制された。これらの結果から、温熱療法の適応症
拡大の可能性が示唆される。
　サラブレッドの場合、脱神経支配になるほどの
外傷性神経損傷では競走能力の回復が見込めない
ため、治療対象にはならない。しかし、骨折や屈腱
炎などの運動疾患の治療およびリハビリの際に
は、馬房内休養や運動制限を余儀なくされるため、
筋萎縮が起こってくる。一方、常磐支所や函館競馬
場では通常38~40℃、15分間の温泉療法を実施し
ている。今回の実験でマウスの体温が何度まで上
昇したのか、また温泉療法でウマの体温が何度ま

で上昇するのかは不明であるが、もしかしたら温
泉に入ることによって、ミトコンドリアの分解を

抑制することができるかもしれない。
（向井和隆）
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競走馬総合研究所の近況

研究レポート
トレーニング・センターにおけるウマヘルペスウイルス1型ワクチンの接種率向上による集団免疫効果

競走馬にしばしば発生する蹄壁空洞病変（蟻洞；Gidoh)の疫学調査結果

サラブレッド競走馬に認められたClostridium difficile 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

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

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus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
馬の細菌性外眼部疾患に対するロメフロキサシンの有効性および安全性

関節鏡手術中のメデトミジン定速持続投与がサラブレッド種競走馬の
　セボフルラン必要量、心肺機能、覚醒の質に及ぼす影響

LAMP法によるTaylorella equigenitalisおよびTaylorella asinigenitalis迅速検出法の開発

健康なサラブレッド馬における静脈内および経口投与後のd-クロルフェニラミンの
　薬物動態および薬力学について

研究ノート
1歳馬の狭窄蹄に対するAluminum Hinged Shoe適用の効果について

装蹄歴史案内　第7回アルミニウム蹄鉄の普及
最近の馬インフルエンザワクチンに関する動向
装蹄歴史案内　第8回　松葉博士と競走馬の装蹄
装蹄歴史案内　第9回　日本競馬会の発足と競走蹄鉄の取締り
装蹄歴史案内　第10回　厳格なルールと厳しい制裁

太田稔職員の学位論文の紹介　セボフルラン吸入麻酔下の
　サラブレッド種競走馬における麻酔管理法に関する研究

特別記事
帯広畜産大学　第6回公開総合臨床学実習におけるナチュラル・ホースマンシップ実習
ならびにHands-on臨床トレーニングの概要
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松村富夫…（1）－

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

桑野睦敏・山内裕樹・笹川忠夫・佐々木直樹・濱野弘一…（1）－

丹羽秀和・加藤はる・帆保誠二・木下優太・上野孝範・片山芳也　　　　
針生和久・奥河寿臣・妹尾和敏・黒田泰輔・中井健司…（3）－

木下優太・丹羽秀和・片山芳也・針生和久…（3）－

木下優太・丹羽秀和・片山芳也…（3）－

日高修平・小林光紀・安藤邦英・藤井良和…（4）－

徳重裕貴・太田　稔・岡野　篤・黒田泰輔　　　　
柿崎　将・大出浩隆・青木基記・川崎和巳…（4）－

木下優太・丹羽秀和・片山芳也…（4）－

黒田泰輔・永田俊一・滝澤康正・針生和久・古角　博・田村周久…（4）－

田中弘祐・平賀　敦・髙橋敏之・桑野睦敏・Scot E. Morrison…（4）－

関口　隆…（1）－
山中隆史…（1）－
関口　隆…（2）－
関口　隆…（3）－
関口　隆…（4）－

上野儀治…（1）－

佐々木直樹・山田一孝・伊藤めぐみ・柳川将志・松井基純　　　　
松本高太郎・古岡秀文・南保泰雄・猪熊  壽…（1）－
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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
海外報告
ACSM Conference on Integrative Physiology of Exercise (IPE)に参加して
2014年度アメリカ獣医外科学会（ACVS）に参加して
国際腱損傷シンポジウムおよび英国馬獣医師協会学会に参加して
現役競走馬に対する立位MRI診断技術の習得
第5回北米再生医療獣医師学会(Conference of North American Veterinary

　　Regenerative Medicine Association)に参加して
研修報告
Dr. Scott Morrisonの日高研修を終えて

衛生情報
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2014年4号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォ－タリー（2015年1号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォ－タリー（2015年2号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2015年3号の紹介）

文献紹介
EQUINE PODIATRY 　Section IV： LAMINITIS　蹄葉炎の病理（Christopher C. Pollitt）
角膜および涙液層（ムチン層）におけるタンパク質分解酵素（プロテイナーゼ）について
食欲があるにもかかわらず体重減少を示す馬に関する回顧的調査
馬における炭酸ガスレーザーを用いた関節軟骨および輪状披裂関節の関節包の
　デブリードメントと喉頭形成術の併用による披裂軟骨の外転の維持について
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ST-24による馬の上部呼吸器疾患の発生
馬の慢性的な体重減少症候群　60件の症例研究
Lawsonia intracellularis感染における宿主適応の形跡
高強度運動中のサラブレッドにおける筋グリコーゲンの分解と乳酸代謝
サラブレッドにおけるミオスタチン遺伝子タイプは
　骨格筋遺伝子発現とレースパフォーマンスに影響を与える
サラブレッドの運動性低酸素血症と無酸素エネルギー
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）
競走馬の骨疲労と骨傷害の関連
異なる馬場で調教されたサラブレッド平地競走馬において、
　核シンチグラフィー検査を行った跛行とストレス骨折との関係についての解析
慢性損傷腱における超音波カラードップラー法を用いた新生血管の描出について
広範囲の季節的な遺伝子発現は、ヒトの免疫および生理において周年性の変化を示す
個々の乗用馬における速歩の対称性に対する前肢不同蹄の運動機能への影響

学会見聞記
第88回獣医麻酔外科学会
第22回日本運動生理学会大会
第197回つくば病理談話会・第95回JPCスライドセミナー
第６回日本創傷外科学会学術集会
第19回神経感染症学会学術集会
第67回日本酸化ストレス学会学術集会
第41回比較心電図研究会
第157回日本獣医学会学術集会

平成26年度北海道地区学会日本産業動物獣医学会
第69回日本体力医学会
第29回日本整形外科学会基礎学術集会
第35回バイオメカニズム学術講演会 SOBIM 2014
第30回日本ストレス学会学術総会
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胡田悠作…（1）－
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金井功太…（1）－
向井和隆…（2）－
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大村　一…（3）－
福田健太郎…（3）－
高橋佑治…（3）－

高橋敏之…（3）－
田村周久…（4）－
高橋敏之…（4）－
高橋敏之…（4）－

間　弘子…（1）－
大村　一…（1）－
片山芳也…（1）－
福田健太郎…（1）－
片山芳也…（1）－

石田信繁・大村　一…（1）－
平賀　敦…（1）－

桑野睦敏・福田健太郎・黒田泰輔・根本　学・丹羽秀和　　　　
木下優太・近藤高志・片山芳也・上野孝範・越智章仁…（1）－

桑野睦敏…（1）－
平賀　敦・松井　朗…（1）－

笠嶋快周・福田健太郎・黒田泰輔・田村周久…（2）－
高橋敏之…（2）－
石田信繁…（2）－
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第６回ＰＲＰ（多血小板血漿）療法研究会
第62回日本ウイルス学会学術集会
第37回日本分子生物学会年会
第199回つくば病理談話会、第97回JPCスライドセミナー
第4回家畜感染症学会学術集会
第18回超音波骨折治療研究会
第26回日本臨床微生物学会
第45回日本嫌気性菌感染症学会 学術集会
第11回乳酸研究会
第200回つくば病理談話会
第14回日本再生医療学会総会
呼吸研究会オープンレクチャー
第10回日本獣医再生医療学会
第2回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会
第89回日本感染症学会総会・学術講演会
The 3rd International Symposium on Neglected Influenza Viruses
第29回インフルエンザ研究者交流の会
第201回つくば病理談話会および第98回 Joint pathology center (JPC) スライドセミナー
第62回American College of Sports Medicine（ACSM）年次総会
第7回日本創傷外科学会学術集会
第23回日本運動生理学会大会
第6回日本昆虫科学連合シンポジウム・日本学術会議公開シンポジウム

催事案内
第28回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ
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