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巻　頭　言

新総研元年

　競走馬総合研究所（総研）は、昨年末に宇都宮市から本所機能を下野市の栃木支所に移
転しました。そして本年1月1日付けで組織が改正され、栃木支所という名称はなくなり、
旧栃木支所が総研の本所となりました。したがって、総研は、下野市の本所と競走馬のリ
ハビリテーションを行なっている福島県いわき市の常磐支所からなる組織として再出
発します。昨年の巻頭言でも触れましたが、今回の集約化は、あくまでも研究業務の効率
化が目的であり、研究業務の縮小を意味するものではありません。集約化のための整備
工事を終えた新しい下野市の研究施設において、これまでと同様に４研究室（運動科学・
臨床医学・微生物・分子生物）で馬のスポーツサイエンスと感染症の研究を進め、馬の科

学の発展に貢献するとともに、感染症の防疫を通して競馬の円滑な開催を支えていきたいと思っています。
　昨今、馬を専門にする研究者が大学には極めて少ない現状から、馬の研究者が多数在籍する総研には、研究
だけでなく、馬の獣医学教育への貢献も求められています。実際、東西の獣医連合大学院には、総研研究者が教
員として参画しているだけでなく、獣医学生のため、旧本所では馬臨床サマースクール（詳しくは総研ホーム
ページ：http://www.equinst.go.jp/JP/index.htmlを御参照ください）などを通して、旧栃木支所では、大学（微生
物系研究室）からの要望を受けての馬感染症の診断法実習などを通して、馬の獣医学教育に貢献してきまし
た。しかしながら、これまでは本所と支所が離れていたため、臨床系の学生が馬の感染症を、また感染症系の学
生が馬の臨床を見聞きすることはなかなかできませんでした。新総研でもこれらの獣医学生を対象にした研
修は続けていきますが、これからはこれまでできなかった幅の広い研修が可能となるので、受講する学生に
とって魅力的なものになると思っております。これらの研修が、馬の獣医（研究者を含む）を目指す学生が少し
でも増えることに繋がれば嬉しい限りです。
　今年は新総研元年となります。老兵である私は消え去る年でもあるのですが、これまで同様、あるいはそれ
以上に、日本の馬研究の発展に寄与する研究所として、残っている研究スタッフは精力的に研究を進めていっ
てくれるものと信じておりますので、今後とも新総研を厳しくも暖かい眼で見守っていただければ幸いです。

　　平成28年1月1日

競走馬総合研究所　　　　
所長　松　村　富　夫　
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JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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研究レポート

美浦トレーニング・センターで2014年に発生した
ゲタウイルス感染症の流行に関する疫学調査

坂内　天1）・根本　学1）・越智章仁1）・菊地拓也2）・小林　稔2）・辻村行司1）・山中隆史1）・近藤高志1）

背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から

要約

　2014年9月中旬から10月下旬にかけて、日本中央競馬会美浦トレーニング・センター（トレセン）でゲ
タウイルス感染症の流行があり、33頭が罹患した。本研究では、流行要因を解明するため、罹患馬および
関連する馬群の疫学調査を行った。臨床検体から3株のゲタウイルス株を分離し、そのうちの一つであ
る14-I-605株をウイルス中和試験に用いた。33頭の罹患馬のうち、20頭（60.6%）が2歳馬であった。罹患
馬と流行開始時点の美浦トレセン在厩馬全頭について、ゲタウイルスワクチンの接種歴を調査したと
ころ、2歳馬のうちワクチンを一度しか接種されていない馬の有病率は14.1%で、2回以上接種されてい
た馬の有病率（1.3%）と比べ有意に高かった。また、茨城県および千葉県の周辺牧場から美浦トレセンに
入厩した2歳馬のゲタウイルス中和抗体陽性率は、2014年9月には13.0%、10月には42.9%であった。一
方、対象として調査した2010年および2013年の同時期の入厩馬では0%であった。以上より、2014年に
美浦トレセンでゲタウイルスの流行が起きた要因として、1）流行開始前に2回のワクチン基礎接種を完
了していないナイーブな馬がいたこと、2）トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県の周辺牧場でゲ
タウイルスが流行したことによりトレセンの馬がウイルスに曝される機会が増えたこと、の二点が考
えられた。

1)Bannai Hiroshi, Nemoto Manabu, Ochi Akihiro, Tsujimura Koji, Yamanaka Takashi, Kondo Takashi : 競走馬総合研究所　栃木支所
2)Kikuchi Takuya, Kobayashi Minoru : 美浦トレーニング・センター競走馬診療所
本研究レポートは、Journal of Clinical Microbiology誌、2015年、53巻 2286-2291頁に英文で掲載された論文を和訳し、一部改編したものである。
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JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から



（4） 馬の科学　Vol.53（1）2016

JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から



（5）

JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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表1　美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬の年齢、ワクチン接種歴、および中和抗体反応

背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から
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JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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表2　美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹
患馬と同居していた臨床上健康な馬の年齢、ワクチ
ン接種歴、および中和抗体反応

表3　2014年9月15日時点の美浦トレセン在厩馬頭
数、およびゲタウイルスワクチンを接種されていた
馬の頭数（%）

背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から



（7）

JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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図1

背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から

茨城県および千葉県内の周辺牧場から美浦トレセンに入厩し
た馬のゲタウイルス中和抗体陽性率。
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JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から



（9）

JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から
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JRAのトレセンで使用されており、多くの馬は、ト
レセンへ新入厩した年（2歳）に基礎接種として1
か月間隔で2回接種されている。そして、次の年か
らは、蚊の発生時期の前に補強接種として1回接
種されている。このワクチンは、JRA以外の施設で
も一部で使用されているが、ワクチン接種を受け
た馬での流行は、2014年まで一度も報告されてい
なかった。
　2014年、美浦トレセンの競走馬で、ゲタウイル
ス感染症が再び発生した（12）。流行は9月中旬から
10月下旬にかけて見られ、期間中に発熱した64頭
の検体をRT-PCRあるいはペア血清間の中和抗体
価測定により検査したところ、33頭でゲタウイル
ス感染が確認された（12）。これまで数十年にわたっ
てワクチン接種馬での流行がなく、ゲタウイルス
感染症はワクチンで予防可能だと考えられていた
ため、2014年の流行は我々に衝撃を与えた。本研
究では、2014年、美浦トレセンでゲタウイルスの
流行を起こした要因を検証するため、流行時の臨
床検体からウイルスを分離し、分離株を用いたウ
イルス中和試験により、罹患馬および関連する馬
群の血清疫学調査を行った。

材料と方法
細胞培養
　ウイルス分離および中和試験にはVero細胞（住
友大日本ファーマ、大阪、日本）を用いた。通常培養
のための培養液として、10%ウシ胎子血清、100 
units/mlペニシリン、100 μg/mlストレプトマイ
シン（Sigma Aldrich Inc., St. Louis, MO, USA）を添
加したminimum essential medium（MEM, MP 
Biomedicals, Irvine, CA, USA）を用いた。ウイルス
分離および中和試験における維持培養液として、
2%ウシ胎子血清、100 units/mlペニシリン、100 
μg/mlストレプトマイシンを添加したMEMを用
いた。
ウイルス分離
　2014年9月14日～10月25日の発熱馬のうち、
28頭から発熱初診時に採取したEDTA入り全血を
検体とした。白血球を含むバフィーコートを分取
して凍結融解を3回繰り返した後、800g、20分間、
4℃で遠心した。その上清を、単層培養したVero細

胞上に接種、または培養液に浮遊させたVero細胞
と混合して接種した。一部の検体については、バ
フィーコートを凍結融解せずにそのまま細胞に接
種した。検体を接種した翌日に、細胞をリン酸緩衝
生理食塩水にて3回洗浄し、その後維持培養液を
重層した。細胞変性効果（CPE）を示したものにつ
いて、ゲタウイルス特異的塩基配列を確認するた
め、nsP1遺伝子およびcapsid遺伝子のRT-PCRを実
施した。プライマーセットは、nsP1遺伝子につい
てはM2W-SとM3W-Sを、capsid遺伝子については
SagW8とSagW9を用いた（13）。増幅したRT-PCR産
物は、既報に従い塩基配列の解析を行った（12, 13）。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬および
関連する馬群の血清疫学解析
　美浦トレセンでゲタウイルス感染に罹患したこ
とが確認された33頭の馬（12）について、発熱時と回
復期（20～30日後）の血清を採取した。回復期にト
レセンから退厩していたなどの理由で血清が得ら
れなかったものを除き、25頭のペア血清および7
頭の発熱時血清を解析に用いた。また、流行時に罹
患馬と同じ厩舎に繫養されていて、採材期間中に
発熱を示さなかった健康な馬28頭のペア血清も
解析に用いた。プレ血清は、ゲタウイルスの流行が
確認されてから約1週間後の10月8日～9日に採取
した。ポスト血清は11月12日～14日に採取した。
さらに、JRA栗東トレセンで10月3日～23日の間
に発熱した馬17頭のペア血清も解析に用いた。
　ゲタウイルス中和試験には、1978年の流行時に
分離されたMI-110株、および2014年の罹患馬か
ら分離された株の一つを用いた。血清を維持培養
液で1:4に希釈し、56 ℃で30分間、非動化した。平
底96穴プレート（旭硝子、東京）上に、非動化後の
血清の2倍階段希釈列を作成し（1:4～1:512, 50 
μl/well）、ゲタウイルス（100 50%-tissue-culture 
infective doses/50 μl/well）を加えた。37℃、5% 
CO2存在下で1時間中和反応を行った後、Vero細胞
を加えた（5 × 104 cells/50 μl/well）。さらに
37 ℃、5% CO2存在下で3日間培養した後、細胞を
クリスタルバイオレット・ホルマリン液で染色し
た。中和抗体価はウイルス増殖を完全に抑制した
最高希釈の逆数で示した。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種

歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　美浦トレセンでゲタウイルス流行が始まった
2014年9月15日時点の在厩馬（n = 1,950）につい
て、ワクチン接種歴を調査し、年齢（2歳、3歳、4歳、
5歳以上）、および流行前に受けたゲタウイルスワ
クチンの接種回数（1回、2回以上）で分類した。流
行の途中に入退厩する馬もいたが、年齢構成やワ
クチン接種回数ごとの頭数に大きな影響はないと
判断した。2014年9月15日～10月25日の期間に
ゲタウイルス感染症に罹患した馬の頭数を、それ
ぞれの年齢・ワクチン接種回数のカテゴリーに属
する馬の頭数で除することにより、有病率を算出
した。Fisherの正確確率検定により、統計学的有意
差を検定した。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルス感染症の流行に関する調査
　2010年、2013年および2014年の6月～10月に
美浦トレセンに入厩した馬について、以下の条件
を満たすものを無作為に抽出した（各月最大50
頭）。①2歳馬であること、②茨城県または千葉県
内の周辺牧場から入厩した馬であること、③ゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないこと。それらの馬
の美浦トレセン入厩時に採取した血清について、
ゲタウイルス2014年分離株を用いて中和試験を
行い、抗体陽性率を算出した。また、2014年6月～
10月に茨城県・千葉県以外の地域から入厩した馬

（n = 170）の血清についても同様の調査を行った
（条件は上記の①と③）。

結果
ゲタウイルス感染症罹患馬からのウイルス分離
　はじめに、2014年のゲタウイルス感染症罹患馬
の血液検体からウイルスを分離するため、EDTA入
り全血のバフィーコートをVero細胞と共培養し
た。28検体中3検体で、4～6日後に細胞の円形化を
特徴とするCPEが観察され、ウイルスが分離され
た。培養上清を検体とするRT-PCRを行った結果、
ゲタウイルスであることが確認された。ウイルス
が分離された馬を表1中に#で示した。nsP1遺伝子
とcapsid遺伝子の塩基配列は分離した3株間で同
一であり、先に報告した論文中で、発症馬の臨床検
体（表1中の*）から直接増幅されたRT-PCR産物と

も同一であった（12）。この結果から、分離した3株の
うちの1つ（14-I-605株）を2014年流行株とし、
Vero細胞で2代継代したもの（14-I-605株, V-3）
を、以降の中和試験で用いることとした。
美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症罹患馬
の年齢、中和抗体反応、およびワクチン接種歴
　2014年9月～10月に美浦トレセンで発熱し、検
査によりゲタウイルス感染症の罹患が確認された
馬（n = 33）のMI-110株と14-I-605株に対する中
和抗体価を表1に示した。罹患馬は2歳～7歳で、20
頭（60.6%）は2歳馬であった。両株に対する抗体価
はほぼ同等で、4倍以上の差が認められた検体は
なかったことから、以降の記述では14-I-605株に
対する抗体価を用いることとした。検査を行った
25頭のペア血清の全てにおいて、4倍以上の有意
な抗体価上昇が認められた。罹患馬のうち27頭

（81.8%）において、発症時の抗体価が4未満だっ
た。ゲタウイルスワクチン接種歴を調査した結果、
21頭は発熱する1か月以上前に2回以上のワクチ
ン接種を受けており、10頭は1回しか接種を受け
ていなかった。残り2頭は、ワクチンを2回接種さ
れていたが、2回目の接種を受けたのは発熱する
直前であった。
美浦トレセンのゲタウイルス感染症罹患馬と同居
していた馬の不顕性感染調査
　美浦トレセンでの流行時に不顕性感染がどの程
度起きていたか調査するため、罹患馬と同じ厩舎
で飼養されていた臨床上健康な馬（n = 28）のペア
血清について、ゲタウイルス中和抗体価を測定し
た。馬の年齢、中和抗体価、およびワクチン接種歴
を表2に示した。中和抗体価の有意な上昇は4頭で
見られたが、うち2頭はプレ血清採取の直前にワ
クチン接種を受けていたことから、ゲタウイルス
感染による抗体価上昇ではない可能性もあると考
えられた。従って、28頭中少なくとも2頭（#41, 
#48, 7.1%）がこの期間に不顕性感染したと考えら
れた。また、28頭中18頭において、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった。ゲタウイルスワクチン
接種歴を調査した結果、24頭はプレ血清採取の1
か月以上前に2回以上のワクチン接種を受けてお
り、残り4頭は1回しか接種を受けていなかった。
不顕性感染していた2頭はいずれも流行前に2回

のワクチン接種を受けていたが、プレ血清の中和
抗体価が4未満であった（表2）。
美浦トレセン在厩馬のゲタウイルスワクチン接種
歴、およびワクチン接種回数ごとの有病率
　次に、美浦トレセンに在厩していた馬について、

流行開始前のゲタウイルスワクチン接種回数を調
査した（表3）。いずれの年齢においても、ワクチン
を一度も接種されていない馬はいなかった。2歳
馬（n = 858）のうち787頭（91.7%）は2回以上接種
されていたが、残りの71頭（8.3%）は1回しか接種

されていなかった。3歳馬（n = 550）のうち544頭
（98.9%）は2回以上接種されていたが、残りの6頭
（1.1%）は1回しか接種されていなかった。4歳馬（n 
= 245）および5歳以上の馬（n = 297）については、
全頭2回以上ワクチン接種を受けていた。在厩馬
全体では、3.9%の馬が1回しかワクチン接種を受
けていなかった。
　罹患馬および在厩馬全体のワクチン接種歴か
ら、2014年美浦トレセンのゲタウイルス感染症流
行における有病率を、年齢ごとおよびワクチン接
種回数ごとに求めた。2歳馬における有病率2.3%

（20/858頭）は、3歳以上の馬の有病率1.2%
（13/1092頭）より高かったが、有意差は認められ
なかった（P = 0.053）。2歳馬のうち、ゲタウイルス
ワクチンを1回しか接種されていない馬の有病率
は14.1%（10/71頭）で、2回以上接種された馬の有
病率1.3%（10/787頭）よりも有意に高かった（P < 
0.01）。
栗東トレセンにおける発熱馬のゲタウイルス血清
疫学調査
　次に、ゲタウイルス感染症が栗東トレセンにお
いて流行していた可能性を検証するため、10月3
日～10月23日の期間に発熱した馬について血清
疫学調査を行った。調査した17頭のうち、1頭がゲ
タウイルス中和試験でペア血清間の有意な抗体価
上昇を示し、同馬の全血検体からはRT-PCRにより
ゲタウイルス遺伝子が検出された。RT-PCR産物の
塩基配列は、美浦トレセンの検体から増幅された
もの（12）と完全に一致していた。この馬のワクチン
接種歴と移動歴を辿ったところ、同馬は茨城県内
の周辺牧場から10月2日に栗東トレセンへ入厩
し、1回目のゲタウイルスワクチンを同日接種さ
れていた。そして3日後の10月5日に発熱していた
ことが明らかになった。
茨城県および千葉県内の周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行
　次に、美浦トレセンの周辺牧場におけるゲタウ
イルスの流行について調査を行った。夏から秋に
かけて、茨城県および千葉県内の周辺牧場から美
浦トレセンへ入厩した馬の入厩時の血清につい
て、ゲタウイルス中和抗体価を測定し、2014年の
抗体陽性率を2013年および2010年の抗体陽性率
と比較した（図1）。対象馬は2歳の新入厩馬でゲタ
ウイルスワクチン接種歴がないものに限定した。
2014年6月～8月には、抗体陽性率は4.0%以下
だったが、9月には13.0%、10月には42.9%と大幅
に上昇した。一方、対照として調査した2013年の
入厩馬では8月に1頭抗体陽性馬がいたのみで、
2010年の入厩馬に至っては1頭も抗体陽性馬がい
なかった。従って、2014年の茨城県・千葉県内の周
辺牧場におけるゲタウイルスの流行は、2010年お
よび2013年と比較して極めて大きかったことが
示された。また、2014年に他の地域から美浦トレ

センに入厩した馬（n = 170）についても同様の調
査を行ったが、抗体が検出されたのは、宮崎県から
6月に入厩した1頭のみであった。

考察
　美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行について、その要因を明らかにする
ため、罹患馬の中和抗体価とワクチン接種歴の関
係を調査した。適切にワクチン接種を受けていた
馬であっても、発熱時血清の中和抗体価が検出限
界の4未満のものが多く見られた（表1）。これは、
ゲタウイルスワクチンを接種された馬において、
一旦上昇した中和抗体価が速やかに消失したとす
る過去の報告と一致する（14）。同文献では、実験馬
にゲタウイルスワクチンを2回接種したところ、2
回目の接種から4週間後に中和抗体価が8～32に
上昇したが、さらにその4週間後には全ての個体
で4未満まで下降したと報告されている。興味深
いことに、これらの馬は中和抗体価が検出されな
かったにもかかわらず、ゲタウイルスによる攻撃
試験後、1頭も発症しなかった（14）。従って、どのよ
うな免疫作用で発症防御に至ったかは不明だが、
中和抗体価はゲタウイルス感染症に対する防御効
果と関連が低いと考えられる。2014年、美浦トレ
センで、罹患馬と同居していた馬が2回以上のワ
クチン接種を受けていたにもかかわらず、多くの

個体で中和抗体価が検出されなかったことも、こ
の説を裏付けるものである（表2）。
　JRAに所属する競走馬の多くは、2歳の年に初め
てトレセンへ入厩する。周辺牧場でのゲタウイル
スワクチン接種は一般的でなく、多くの馬がトレ
セン入厩後に初めてワクチン接種を受ける。トレ
センではゲタウイルスワクチンの接種期間は、蚊
の発生時期に合わせて5月～10月に設定されてい
る。春から在厩していた2歳馬については、基礎接
種として5月と6月に2回の接種を受ける。しかし、
夏の途中に入厩した2歳馬については、入厩時に1
回目の接種を受け、その1か月後に2回目の接種を
受ける。2年目のシーズンからは、蚊の発生時期の
前に補強接種として1回接種を受ける。ただし、蚊
の発生時期が始まってからも、新入厩馬が次々に
トレセンへ入ってくるため、現在の接種体制では、
2回の基礎接種を完了していないナイーブな2歳
馬がある程度出てしまう（2歳馬の8.3%、表3）。予
想された通り、1回しかワクチンを接種されてい
ない馬は、2回以上接種された馬よりゲタウイル
ス感染症を発症しやすいことが明らかになった。
このような感受性の高い馬がいたことは、その個
体自身の発症リスクの問題だけではなく、ウイル
スが集団内で感染拡大し流行を起こす要因になっ
たと推察された。この点では、トレセンの馬群は数
十年もの間、ゲタウイルス感染症の流行リスクを
潜在的に抱えていたと考えられる。
　次に、2014年にこれまでの年と異なった点が無
いか、流行要因の検証を試みた。JRAの競走馬は、
馬体調整や休養のために周辺牧場との行き来を繰
り返している。茨城県と千葉県を合わせると、美浦
トレセンの近隣を中心に30か所以上の周辺牧場
がある。トレセン内とは異なり、周辺牧場における
ゲタウイルスワクチンの接種は一般的ではなく、
6月～10月の間に美浦トレセンに新入厩した馬の
20%ほどしかワクチン接種を受けていない（接種
回数不問）。このため、周辺牧場の馬群はトレセン
内の馬群よりゲタウイルス感染症に対する感受性
が高いと考えられる。そこで我々は、周辺牧場の感
染馬が美浦トレセンへウイルスを運んだ可能性を
考え、周辺牧場におけるゲタウイルスの流行状況
を調査した。図1に示した通り、2014年秋、美浦ト

レセンだけではなく、茨城県および千葉県内の周
辺牧場においても感染率が高かったことが明らか
になった。
　2014年、美浦トレセンでゲタウイルス感染症に
罹患した33頭のうち、8頭は入厩後3日以内に発熱
を呈したが、このうち7頭は茨城県内の周辺牧場
から入厩した馬であった。これらのケースでは、感
染が起きたのは美浦トレセンへ入厩する前に滞在
していた周辺牧場だったのではないかと推測され
た。同様に、栗東トレセンで見つかった罹患馬につ
いても、入厩直前に滞在していた茨城県内の周辺
牧場で感染を受けたものと推測された。栗東トレ
センではこの1頭以外に感染馬が見つかっていな
いことから、他の馬へのウイルス伝播は起こらな
かったか、起きたとしても限定的であったと考え
られた。栗東トレセンで流行が起こらなかったの
は、茨城県や千葉県内の周辺牧場からの入厩馬が、
美浦トレセンと比べて著しく少ないためと考えら
れた。
　茨城県と千葉県は養豚の盛んな地域として知ら
れている。2013年の農林水産省統計によると、こ
の2県の合計で721件の養豚場があり、120万頭以
上の豚が飼養されている（15）。一方、栗東トレセン
のある滋賀県では、養豚場の件数は7件、飼養頭数
は6,550頭となっている。豚は、ゲタウイルスの増
幅動物や自然宿主としてウイルスの循環に重要な
役割を果たすことが知られている（4, 16, 17）。1980年
代に行われた血清疫学調査では、茨城県・千葉県を
含む関東地方の豚のゲタウイルス抗体陽性率は
19.1%であり、国内で最も高かった（17）。2011年と
2012年の調査では、この2県の養豚場のうち30%
～50%がゲタウイルス抗体陽性であった。2014年
についても、規模は不明だが、同地域で豚における
ゲタウイルスの蔓延が確認された（Kyoto Biken 
Information, 2013年, 第5号; 2015年, 第10号 
[http://www.kyotobiken.co.jp]）。豚と馬での流行
が互いに関連している可能性もあることから、さ
らなる疫学調査の進展が待たれる。
　1990年代に行われた地方競馬場での血清疫学
調査では、国内の馬群でゲタウイルス感染症が散
発的に発生していた、あるいは小流行が起きてい
た可能性が報告されている（11）。豚での近年のウイ

ルスの蔓延状況と併せて考えると、ゲタウイルス
感染症がトレセンで流行するリスクは数十年前か
ら継続して存在していたと考えられた。それでも
なお、トレセンでのゲタウイルス感染症の発生が
2014年まで抑えられていたのは、ワクチン接種に
よる集団免疫効果のためと考えられた。しかし、
2014年は、茨城県および千葉県内でのゲタウイル
ス蔓延の規模がこれまでの年と比べ非常に大き
かったため、循環するウイルス量がワクチンによ
る集団免疫効果の許容範囲を超え、トレセンで流
行が起きたと考えられた。今回の流行によって、
我々のゲタウイルス感染症に対する防御策が抱え
ている問題点が顕在化した。すなわち、トレセンの
在厩馬のみを接種対象とするワクチン体制で本症
を予防するには限界があると考えられる。トレセ
ンと周辺牧場が互いに近接していて、なおかつ馬
の出入りが頻繁に行われるという事実に鑑みれ
ば、防御により万全を期すためには周辺牧場の馬
もワクチン接種対象に含める必要がある。一方で、
現在のワクチン接種体制は、今回の流行において
流行規模を小さくするという点では一定の効果を
示したと考えられる。1978年の流行時には、在厩
馬頭数は1,903頭で、発熱馬頭数は571頭（30.0%）
であった（7）のに対し、2014年の流行では、在厩馬
頭数は1,950頭で、発熱馬頭数は64頭（3.3%）で
あった。また、不顕性感染馬の割合は、1978年流行
時には34.2%であった（18）のに対し、2014年流行時
にはわずか7.1%であった。
　以上より、2014年、美浦トレセンでゲタウイル
ス感染症が流行したことの要因として、以下の二
つが考えられた。一つは、2回のワクチン基礎接種
を終えていない感受性の高い馬がトレセン内に居
たことである。この問題は、現在のワクチン接種体
制下では不可避であるため、より防御効果を高め
るためには接種体制を改善する必要がある。もう
一つの要因は、茨城県および千葉県内の周辺牧場
で、2014年にゲタウイルスが蔓延していたことで
ある。循環するウイルス量が増えて感染機会が増
加したことにより、ワクチンによる集団免疫効果
が破たんし、トレセン内で流行するに至ったと考
えられた。しかしながら、茨城県および千葉県内の
馬群でこのような大流行が起きた直接的な原因は

明らかになっていない。今後、ワクチン株と流行株
の交叉反応性や、両株の病原性の違いに着目して
研究を進めていく予定である。
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背景と目的
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に分類され、蚊の吸血によって媒介される（1）。
本ウイルスは、馬では発熱、皮疹、四肢の浮腫を起
こし（1）、豚では新生子豚の生後直死や流産などの
繁殖障害を起こす（2, 3）。感染した馬や豚の体内では
高度のウイルス血症が起きることから、馬と豚は
自然宿主であると同時に増幅動物としてウイルス
の伝播に関与すると考えられている（1, 4-6）。
　日本における馬のゲタウイルス感染症の流行
は、1978年、1979年、および1983年に発生し（7‒9）、

その後数十年にわたって流行が見られなかった。
また、海外では、インドで1990年に流行が起きて
いる（10）。1990年代に行われた国内の地方競馬場に
おける血清疫学調査では抗体陽性馬が見つかって
おり、ゲタウイルスは引き続き国内に広く分布し
ていると考えられているが、近年の状況は不明で
あった（11）。日本中央競馬会（JRA）美浦トレーニン
グ・センター（トレセン）における1978年の流行
後、当時の流行株（MI-110株）を用いた不活化ワク
チン（日脳・馬ゲタ混合不活化ワクチン、日生研、東
京）が開発された。このワクチンは1979年から



（11）

研究レポート

ウマにおけるエンロフロキサシンと
その代謝物の体内動態について

永田俊一1)・帆保誠二2)*・黒澤雅彦1)・桑島正夫1)

はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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要約

　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサシン（ENR）をウマにおいて安全かつ効果的に使用す
るための基礎データーを得るために、ENR 5.0 mg/kgの静脈内（IV）および経鼻（IG）投与後の血漿中ENR
および主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）濃度を測定し、それぞれの薬物動態解析（PK）を行っ
た。得られたENRおよびCPRのPKパラメーターを用いて、各薬物における細菌の最小発育阻止濃度

（MIC）を薬力学（PD）パラメーターとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRの肺組織への移行を調べる目
的で、IV投与後に肺胞洗浄液（BALF）を経時的に採取し、BALF中に含まれるENRおよびCPRの濃度を測
定した。IV投与におけるENRの消失相半減期は約6.2時間、定常状態の分布容積は約2.6 L/kgであること
から、本薬物はウマの体内に比較的長く存在し、組織への移行性が高いことが示された。また、IV投与後
のBALF中のENR濃度は血漿中濃度と平行した推移を示し、血漿から肺組織への移行が確認された。ま
た、BALF中からCRPは検出されなかった。IV 投与におけるCPRの投与後24時間までの濃度-時間曲線下
面積はENRの約21%であり、CPRによる抗菌効果の相乗作用が得られることが判明した。ENR のIG投与
における生物学的利用率は約73.6%で、消化管からの吸収が優れていることが明らかになった。PK/PD
解析の結果、MICが0.03 µg/ml以下の感受性を示す細菌に対しては、両投与方法において5.0 mg/kgの
１日１回投与により、充分な効果が得られることが示唆された。
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はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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図1　エンロフロキサシン5.0 mg/kg 静脈内投与後
の血漿中エンロフロキサシンおよびシプロフロキ
サシンの推移

表1　エンロフロキサシン5.0mg/kg静脈内投与に
よるエンロフロキサシンおよびシプロフロキサシ
ンの薬物動態パラメーター（a＝6, 平均±標準偏
差）
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はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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はじめに
　ニューキノロン系抗菌薬であるエンロフロキサ
シン（ENR）は、多くの病原細菌に対して幅広い抗
菌スペクトルを有し、他剤の耐性菌に対しても強
い抗菌力を示すため、獣医領域の感染症治療に広
く用いられている。ENRは組織への移行性に優れ
ており、重度の肺炎、中枢神経系および胎盤におけ
る感染症に対しても効果が期待できる。また、ENR
の主代謝物であるシプロフロキサシン（CPR）も抗
菌力を有するため5)、投与後は代謝物との相乗効果

が得られ、長期間の作用が見込まれる。
　一方、ENRには、幼弱動物で関節軟骨の形成障害
が生じる副作用が知られており3,8,19,22)、長らく競走
馬での使用は推奨されていなかった。In vitroの研
究において、ENRがウマの関節軟骨に及ぼす影響
は用量依存的で、高濃度のENRに暴露された場合
に障害が生じることが報告されている1)。また、
CPRについても、静脈内へのボーラス投与および
経口投与により、中枢神経系や消化器系への副作
用が報告されている24)。さらに、ニューキノロン系

抗菌薬には耐性菌の発現が問題となっており、ウ
マでも耐性菌の存在が報告されている15)。
　ヒト医療においては、薬物の副作用や耐性菌の
出現を最小限に抑えて、より効果的な治療を行う
た め に 、使 用 す る 薬 物 の 薬 物 動 態 解 析

（Pharmacokinetics: PK）より得られたPKパラメー
ターと薬力学（Pharmacodynamics: PD）との関係
についてPK/PD解析を実施して、得られたデー
ターを基にして最適な投与を行う方法が重視され
ている14)。また様々な家畜において、抗菌薬の使用
に際して、PK/PD解析に基づいた最適な投与方法
が検討されている23)。ENRのウマに対する安全な
投与方法として、1日1回5 mg/kgの静脈内投与が
推奨されているが2)、そのPK/PD解析に基づく評価
は行われていない。
　抗菌薬の治療効果が得られるには、投与した薬
物が組織に移行し、細菌の感染部位において有効
濃度に達することが必要である。したがって、薬物
投与法を検討する際には、目的とする組織中の薬
物濃度が重要となるが、生体において組織中の薬
物濃度を測定することは困難である。気管支肺胞
洗浄液（BALF）は、肺胞組織からの漏出液が含まれ
るため、その中に含まれる薬物濃度を測定するこ
とで、間接的に肺に移行した薬物量を知ることが
でき、肺組織の経時的な薬物濃度変化を推定する
ことが可能になる。
　本研究では、ウマにENRの静脈内（IV）および経
鼻(IG)投与を行い、血漿中のENRとCPRの経時的な
濃度を測定して、それらの動態解析を行った。そし
て、得られたPKパラメーターを用いて、ENRおよ
びCPRにおける細菌の最小発育阻止濃度（MIC）を
PDとしたPK/PD解析を試みた。また、ENRのIV投与
後にBALFを経時的に採取し、含まれるENRおよび
CPR濃度を測定した。

材料および方法
１．試薬・製剤
　ENRおよびCPR濃度測定用の標準物質として，
Enrofloxacin hydrochloride（ICN Biomedical）およ
びCiprofloxacin hydrochloride（MP Biomedical）
を，内部標準物質にはLomefloxacin hydrochloride

（Sigma）を用いた。投与するENR製剤として，IV投

与にはバイトリル10% 注射液（Bayer）を、IG投与
にはバイトリル150 mg錠（Bayer）を用いた。
２．投与実験
　実験には、日本中央競馬会競走馬総合研究所で
繋養されている健康なサラブレッド種の雌ウマ6
頭（3歳、418～513 kg）を用いた。
　IV投与は、生理食塩水500 mLにバイトリル10%
注射液を加え、ENRが5.0 mg/kgとなる量を静脈用
カテーテルにより左頸部静脈内に5分間かけて投
与した。IG投与は、バイトリル150 mg錠を粉末状
態にして水に溶解し、ENRが5.0 mg/kgになる量を
経鼻カテーテルにより投与した。薬物投与前およ
び投与後5, 10, 20, 30分1, 2, 3, 6, 9, 12, 24時間
に右頸部静脈内より血液を採取した。また、4頭の
実験馬で、投与前および投与後3, 6時間にBALFを
採取した。
　採取した血液はヘパリン処理後、速やかに血漿
分離を行い、BALFとともに分析時まで-40℃で保
存した。
３．定量分析 
　血漿およびBALFからのENRとCPRの抽出は、固
相抽出カラム（Oasis MCX－Waters）を用いて行っ
た。抽出物の定量分析は、蛍光検出器（励起波長；
350 nm，蛍光波長；460 nm）を用いた高速液体ク
ロマトグラフィー（HPLC法）により行った。
　血漿中ENRおよびCPR濃度測定の検量線は、ブ
ランク血漿に標準物質を0.01～10 µg/mlの範囲
で添加して作成した。また、BALF 中のENRおよび
CPR濃度測定における検量線は、生理食塩水に標
準物質を血漿と同じ濃度範囲で添加して作成し
た。血漿およびBALFにおけるENRおよびCPRの検
量線は、全て相関係数が0.999以上の良好な直線
性を示した。本分析法における、ENRおよびCPRの
回収率（n = 5）は、血漿が80～90%、BALFが85～
90%で、測定内および測定間変動（n = 5）は、血漿
およびBALF ともに5 %以下であった。
４．薬物動態解析
　各投与法における血漿中ENRおよびCPR濃度の
測定値を用いて、これらの動態解析を実施し、PK
パラメーターを算出した。ENRの解析は、コンパー
トメントモデルを用い、IV投与は2-コンパートメ
ントモデルを、IG投与は吸収相を含む1-コンパー

トメントモデルを適用した。CPRは、各投与法によ
り得られた測定値のモーメント解析を適用した。
各投与方法におけるPKパラメーターは、既報に
従って算出した13)。
５．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を限外濾過法で測定した。得られた血漿蛋白結
合率から、血漿蛋白に結合していないENRおよび
CPR（Free ENRおよびFree CPR）の濃度を算出し
た。
６．PK/PD 解析
　血漿蛋白に結合している薬物には薬理効果がな
いため、PK/PD解析においてはFree ENRおよび
Free CPRを用いて算出した。PKパラメーターとし
て、IV投与後24時間までの濃度－時間曲線下面積

（F-AUC0-24）を用いた。またPDパラメーターとし
て、ウマから検出された細菌におけるENRおよび
CPRのMIC5）を使用した。そして、F-AUC0-24に対する
MICの比率（AUC/MIC比）を求め、各細菌における
治療効果を評価した。
７．統計解析
　各投与におけるENRとCPRのPKパラメーター間
の差は、Mann-Whitney testによる解析を行い、解
析にはIBM SPSS Statistics ver. 19 （SPSS Inc.）を使
用した。解析の結果、有意水準5％未満（P<0.05）で
有意な差とした。

結　果
　本研究におけるENRのIV投与およびIG投与にお
いて、異常が生じた個体は見られなかった。
１．IV投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IV投与後の血漿中ENR濃度およびCPR濃度の推
移を図1に示す。血漿中ENR濃度は投与後5分が最
も高い値を示し、投与後1時間まで急速に減少し
た後、緩やかに減少する2相性の推移を示した。
CPRは投与後5分から検出され、投与後20分に最
大濃度を示した後、緩やかに減少した。IV投与にお
けるENR およびCPR のPKパラメーターを表1に
示す。個々のウマから算出したCPRの投与後24時
間までの濃度-時間曲線下面積（AUC0-24）は、ENRの
約21%であった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）

および消失相半減期（tβ1/2）はENRより有意に長
い時間（P<0.05）であった。
２．IG投与におけるENRおよびCPR濃度の推移と
PKパラメーター
　IG投与後の血漿中ENRおよびCPR濃度の推移を
図2に示す。ENRおよびCPRはともに投与後20分か
ら検出され、いずれも投与後2時間で最大濃度に
達した後、緩やかに減少した。IG投与におけるENR 
およびCPR のPKパラメーターを表2に示す。個々
のウマから算出したCPRのAUC0-24および最大濃度

（Cmax）は、それぞれENRの約20%および約16%で
あった。また、CPRの平均滞留時間（MRT）および消
失相半減期（tβ1/2）は、ENRより有意に長い時間

（P<0.05）であった。IG投与によるENRの生物学的

利用率 (F) は73.6 ± 9.71%であった。
３．血漿蛋白結合率
　ウマの血漿蛋白におけるENRおよびCPRの結合
率を調べた結果、それぞれ24.3%および34.3%で
あった。
４． PK/PD 解析 
　ENRおよびCPRにおけるIV投与のF-AUC0-24は、
ENRが10.5 ± 1.71 µg×h/mL、CPRが1.86 ± 
0.30 µg×h/mLであった。ウマから検出された細
菌におけるENRおよびCPRのMIC5)とF-AUC0-24を用
いた各細菌におけるAUC/MIC比を表3に示す。
ENRおよびCPRに対するMICが0.1および0.01 
µg/mL以下の細菌に対して、AUC/MIC比は100を
超える値を示した。
５．BALF中のENRおよびCPR濃度
　BALF中のENR濃度は、投与後3時間で0.31 ± 

0.08 µg/ml、6時間で0.14 ± 0.02 µg/mlであり、
血漿中濃度と比較して、投与後3時間で33.2 ± 
17.0％、6時間で25.3 ± 13.0％であった。また、各
時間においてCPR濃度は定量限界以下であった。

考　察
　生体内および環境物質などに含まれる抗菌剤の
定量分析には様々な方法があるが、生体内の詳細
な薬物動態を調べるためには、薬物と代謝物を分
離して、各物質を正確に測定できる物理化学的定
量法が最も適している。そのため、本研究では
HPLC法を利用して血漿およびBALF中のENRと
CPRを分離し、それぞれの濃度を測定した。
　本研究で得られたIV投与後の血漿中ENRおよび
CPR濃度の推移は、過去のウマにおけるENR投与
の研究報告と同様であり11, 16, 18)、IV投与されたENR
は速やかに組織に分布あるいはCPRに代謝された
後、CPRとともに緩やかに排泄されることが示さ
れた。薬物動態解析の結果、IV投与によるENR に
対するCPRのAUC比率（％）は約21％程度であるこ
とから、多くのENRは未変化あるいはCPR以外に
代謝されて排泄されることが考えられる。また、
ENRの消失相半減期（tβ1/2）は分布相半減期（tα
1/2）の20倍以上の長さであり、消失相分布容積お
よび定常状態分布容積は2.5 L/kg以上の高い値を
示すことから、IV投与されたENRの多くは速やか
に組織に分布し、時間の経過とともに緩やかに排
泄されることが示された。CPRの平均滞留時間

（MRT）およびtβ1/2は、いずれもENRより約1.5倍
であることから、CPRはENRより長く体内に存在
することが明らかになった。その理由として、血漿

蛋白への結合率がENR（24.3%）よりCPR（34.3%）
の方が高く、蛋白結合している薬物は代謝あるい
は排泄されにくいことから、長く血漿中に存在す
ることが考えられる。そのため、CPRに感受性を有
する細菌に対しては、より長い効果が得られる可
能性がある。CPRは製薬としても販売されている
ため、場合によってはENRよりCPRによる治療を
行った方が、良好な結果が得られるかも知れない。
ただし、ウマへのCPR投与についても深刻な副作
用が報告されているため24)、注意して使用する必
要があるだろう。
　IG投与によるENRおよびCPR濃度の推移は、い
ずれも投与後20分には検出され、最大濃度時間

（Tmax）は1.83±0.41 h であることから、IG投与
されたENRは体内に速やかに吸収されるととも
に、その吸収過程においてCPRへ代謝されている
ことが示された。Tmax以降の血漿中ENR濃度は、
ほぼ一次速度で消失しているため、血漿と組織間
の薬物移動は定常状態にあることが示された。
　本研究においてIG投与におけるENRの生物学的
利用率（F）は73.6±9.71％で、過去の研究報告9)の
値（78.3±16.6％）と同様であり、ENRはウマの消
化管から効率的に吸収されていることが示され
た。なお、ENRを経口投与した研究18)では、Fの値が
低く個体差が大きい（55.0±17.4％）ことから、正
確な用量を確実に消化管内へ投与するためには、
IG投与が望ましいと思われる。
　IG投与では、消化管内に存在する飼料が薬物の
吸収に影響する可能性が考えられる。しかし、
Steinamanら21)は、絶食、乾草給餌、配合飼料給餌を
行っているウマに対して、ENRをIG投与した場合
の薬物動態解析を行った結果、ENRのAUCに有意
な差は認められず、消化管内の飼料の存在や種類
はENRの吸収に影響を及ぼさないことを報告して
いる。
　ウマにおけるENRの各組織に対する移行性を調
べた研究において、ENRは肺組織に血清濃度の1.3
～2.0倍の濃度で検出され、血漿中濃度と同様の推
移を示すことが報告されている7)。本研究において
IV投与後に採取したBALF中のENR濃度は、BALFが
生理食塩水で希釈されているため血漿中濃度より
低い値であるが、血漿中濃度と平行した推移を示

すことから、肺（肺胞）組織中の濃度を反映してい
ると考えられる。今後研究を重ねることにより、肺
組織中におけるENR濃度の指標として、BALFを利
用できると思われる。
　ニューキノロン系抗菌薬の効果は濃度依存性で
あるため、治療効果あるいは副作用の発現と関連
するPK/PD解析には、AUC/MIC比が指標とされる
12)。ヒトではCPRのIV投与において、AUC/MIC比が
125以上となる投与方法が、除菌率および有効率
ともに高いことが示されている6)が、ウマでENRの
治療に有効なAUC/MIC比は知られていない。本研
究のIV投与におけるPK/PD解析の結果では、ENR
のMICが0.03 µg/mlの感受性を示す細菌に対して
高いAUC/MIC値が得られた。ヒトで有効とされる
AUC/MIC比 125以上6)を目安とすると、CPRの相
乗効果も加味して、これらの細菌には本研究の
1/4の投与量でも1日1回の投与で治療効果が得ら
れることが示された。また、IG投与においても、
ENRのF が73.6%であることから、本研究の投与量
を1日1回行うことで充分に治療効果が得られる
と思われる。逆にStreptococcus spp.の様な感受性
が低い細菌においては、本研究の10倍量でも充分
な抗菌効果は期待できず、副作用を考慮すると
ENRによる治療は適していないことが考えられ
る。一方、ニューキノロン系の抗菌剤はマクロ
ファージに急速に取り込まれ、組織液中の濃度よ
り高くなることが知られており4, 17)、イヌを用いた
研究では、肺胞マクロファージのENR濃度は血漿
中濃度の10倍以上であることが報告されている
10)。したがって、炎症部位にENRを高濃度に含むマ
クロファージが集合することにより、予想以上に
高い抗菌効果が得られる可能性がある。ENRの遊
走性食細胞などを介した局所における効果につい
ては、今後検討する必要がある。
　本研究において、ウマにENR 5.0 mg/kg をIVお
よびIG投与して、経時的な血漿中ENRおよびCPR
濃度を測定することにより、各投与方法における
ENRおよびCPRのPKパラメーターが得られた。ま
た、IV投与後の経時的なBALF中ENR濃度を測定す
ることにより、ENRの肺組織への移行が確認され
た。本研究で得られたPKパラメーターを利用し
て、ウマから分離された細菌に対するPK/PD解析

を行い、各細菌における有効性を検討した。今後、
ウマにおいて治療に有効なPK/PD解析の指標を定
め、副作用や耐性菌の出現を最小限に抑え、優れた
治療効果が得られる投与方法を設定する研究が求
められる。
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

競走馬総合研究所　関口　隆

第11回　競走はすべて同一の平等条件で
障害競走は滑って転んで
　昭和13年の競馬シーズンの幕開けは、騎手たち
の心配が現実になって現れました。３月から始
まった中山競馬で多発した落馬事故について、競
馬雑誌は次のように報じています(写真1, 2)。

　「中山前半六日間を見て感じられたことは、レー
スに際して落馬事故の多い事である。障害はもと

より、駈足、速歩に至るまで落馬の多いことは何故
であろうか。(中略) 今季落馬事故の多いことは果
たして騎手諸君の技術上に欠陥があるのか、或い
は又、精神上に弛緩があるのか。技術上の欠陥を指
摘する前に、昨年度からの歯鉄禁止が考えられる
が、若し歯鉄禁止によって落馬事故が殖えたとす
れば、騎手諸君の歯鉄禁止に対する研究、練磨の不
足と云わねばならぬ。歯鉄禁止は既に定められた
厳格なる事実であって、この規定の在する限り、歯
鉄を使用せずして無事に障害を飛越するの技術を
習得せねばならぬことは云うまでもない。」1 )

　騎手たちに対しずいぶん厳しい意見ですが、歯
鉄禁止と落馬事故の関連性を指摘しています。ま
た表１は、昭和11年から昭和13年の中山競馬場に
おける障害競走の落馬事故をまとめたものです
が、13年春季が突出していて業務概況にも、「四十
一回という未曾有(みぞう)の事実に直面して関係

者一同苦悩の種になった。」と報告しています2 )(写
真3)。

　競馬会は、他馬に対する危険防止のために歯鉄
を禁止しましたが、滑走防止のために使用したい
という、騎手たちの意見に耳を貸そうとしません
でした。落馬事故を防ぐために、競馬会は改善策を
示す必要がありました。

競走はすべて同一の平等条件で
　昭和17年発行の優駿(第2巻第7号)には「競走馬
の蹄鉄について」という解説記事があり、競走蹄鉄
について次のように説明しています。
　「これは通称勝負鉄と云い、競走の時にのみ使用
するものです。この材料は鉄から造るものと、軽金
属(アルミニューム、ジュラルミン)から造ったも
のと二種類あります。鉄材の方は厚さ二分(6㍉)、
巾三分(9㍉)位のもので重量は約一二〇瓦(㌘)、軽
金属製のものは重量約六十瓦、鉄材のものにくら
べ重量は約半分、調教用蹄鉄にくらべると、実にそ

の四分の一位の軽さのものです。これは人の履く
陸上競技用「スパイク」に相当するものです(写真4 
- 6)。」

　また、歯鉄を禁止した理由を次のように述べて
います。
　「競走馬の蹄鉄は軽量、滑走、交突防止を目的と
するため自然に厚さを薄くし、巾を狭くして、全体
の長さを短くします。これだけで相当その目的は
達せられますが、更に他の馬より一寸でも一分で
も先に出ようとするため、色々と蹄鉄に工夫を凝
らす結果となり、日本競馬会設立以前には取締規
定がなかったため、人馬に危険を及ぼすような蹄
鉄が使用されたものです。
　陸上競技の「スパイク」のように地面に触れる部
分に刺(とげ)を付けたり(写真7)、自動車のタイヤ
のように凹凸を沢山造ったり(写真8)、又は鉄の尖

端に鋭い歯止めを付けるとか、鉄尾に臍(へそ)の
ような突出部を置くとか(写真9)、種々の形のもの
が出来るようになったのですが、これらは何れも
発馬点等で万一他の馬を蹴るとか、競走中他馬の
肢に触れても大きな負傷をさせますし、更に競走
は凡て同一の平等条件で行うと云う趣旨から、或
る馬は普通の蹄鉄を用い、或る馬はこうした特殊
のものを用いるということは禁止しなければなら

ぬ訳です。以前は雨天の際はよく「雨降り鉄」と称
して以上のようなものを滑走防止に用いておりま
したが、現在では雨天も晴天も全く同様の蹄鉄を
使用しております。(中略) なお釘もその頭を余り
出しておくと、滑走防止の役目はするが危険があ
るので、大体二粍(ミリ)以上はいけない事になっ
ております。」4 )

　競馬会は危険防止と公正確保のために歯鉄を禁
止しました。そして、同一規格の競走蹄鉄を使用す
るように騎手講習会などを通して、指導したと考
えられます5,6 )。日本競馬会時代の資料の中で、蹄鉄
の規格を規制するような正式な文書は見つかって
いませんが、これらのことは歯鉄を禁止する施行
規程の条文とともに国営競馬に受け継がれ、「競走
馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和23年農林省
畜産局からの通知) によって明文化されました7 )。
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（写真1）　中山大障害
（日本の競馬. 昭和17年日本競馬会発行より引用。JRA提供）

（写真2）　禁止された競走歯鉄
 (馬の博物館 所蔵)

（表1）　中山競馬  障害競走落馬事故統計表  昭和11年～13年
（昭和13年度 中山競馬場業務概況より作成。JRA提供）
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巾三分(9㍉)位のもので重量は約一二〇瓦(㌘)、軽
金属製のものは重量約六十瓦、鉄材のものにくら
べ重量は約半分、調教用蹄鉄にくらべると、実にそ

の四分の一位の軽さのものです。これは人の履く
陸上競技用「スパイク」に相当するものです(写真4 
- 6)。」

　また、歯鉄を禁止した理由を次のように述べて
います。
　「競走馬の蹄鉄は軽量、滑走、交突防止を目的と
するため自然に厚さを薄くし、巾を狭くして、全体
の長さを短くします。これだけで相当その目的は
達せられますが、更に他の馬より一寸でも一分で
も先に出ようとするため、色々と蹄鉄に工夫を凝
らす結果となり、日本競馬会設立以前には取締規
定がなかったため、人馬に危険を及ぼすような蹄
鉄が使用されたものです。
　陸上競技の「スパイク」のように地面に触れる部
分に刺(とげ)を付けたり(写真7)、自動車のタイヤ
のように凹凸を沢山造ったり(写真8)、又は鉄の尖

端に鋭い歯止めを付けるとか、鉄尾に臍(へそ)の
ような突出部を置くとか(写真9)、種々の形のもの
が出来るようになったのですが、これらは何れも
発馬点等で万一他の馬を蹴るとか、競走中他馬の
肢に触れても大きな負傷をさせますし、更に競走
は凡て同一の平等条件で行うと云う趣旨から、或
る馬は普通の蹄鉄を用い、或る馬はこうした特殊
のものを用いるということは禁止しなければなら

ぬ訳です。以前は雨天の際はよく「雨降り鉄」と称
して以上のようなものを滑走防止に用いておりま
したが、現在では雨天も晴天も全く同様の蹄鉄を
使用しております。(中略) なお釘もその頭を余り
出しておくと、滑走防止の役目はするが危険があ
るので、大体二粍(ミリ)以上はいけない事になっ
ております。」4 )

　競馬会は危険防止と公正確保のために歯鉄を禁
止しました。そして、同一規格の競走蹄鉄を使用す
るように騎手講習会などを通して、指導したと考
えられます5,6 )。日本競馬会時代の資料の中で、蹄鉄
の規格を規制するような正式な文書は見つかって
いませんが、これらのことは歯鉄を禁止する施行
規程の条文とともに国営競馬に受け継がれ、「競走
馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和23年農林省
畜産局からの通知) によって明文化されました7 )。
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59. 黎明社,東京.
2）昭和十三年度業務概況.1939. 第四 競馬施行の

概況.2. 障害競走に就いて.(D) 障害競走に於け
る落馬事故に就いて. 20-21. 日本競馬会中山競
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3）馬の世界第18巻第11号. 1938. 時事 蹄釘輸入
を許可. 157. 帝国馬匹協会,東京.

4）優駿第2巻第7号. 1942. 常識辞典. 競走馬の蹄
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5）競馬資料第三十九号(昭和十四年度第三回騎手
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(五). 蹄鉄について. 1999- 2000. 日本競馬会々
報 第百二十号附録. 日本競馬会, 東京.
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行. 第五節 附帯事項. 出走馬に関する取締. 
48-49. 第八編 護蹄. 第四章 装蹄 第五節 競走馬
の蹄鉄. 336-339. 日本競馬会,東京.

7）開催執務読本. 1964. 第二章 開催業務. 第一節 
装鞍所業務及び獣医業務. 蹄鉄検査係. 参考規
定. 104-105. 日本中央競馬会,東京.

（写真3）　 土塁生垣障害
(文化国家日本の競馬. 第3集 昭和22年日本競馬会発行より引用。JRA提供）

（写真4）　鉄製競走蹄鉄
(日本装削蹄協会 所蔵)

（写真5）　英国製アルミニウム蹄鉄
昭和初期、横浜競馬場で使用された競走蹄鉄。52g
外国製品は日中戦争以降、輸入規制の影響で入手困難になっ
た3 )。

（馬の博物館 所蔵）

（写真6）　国産アルミニウム蹄鉄
昭和初期、横浜で販売された「和田式競馬用アルミニューム蹄
鉄」64g

（馬の博物館 所蔵）
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第11回　競走はすべて同一の平等条件で
障害競走は滑って転んで
　昭和13年の競馬シーズンの幕開けは、騎手たち
の心配が現実になって現れました。３月から始
まった中山競馬で多発した落馬事故について、競
馬雑誌は次のように報じています(写真1, 2)。

　「中山前半六日間を見て感じられたことは、レー
スに際して落馬事故の多い事である。障害はもと

より、駈足、速歩に至るまで落馬の多いことは何故
であろうか。(中略) 今季落馬事故の多いことは果
たして騎手諸君の技術上に欠陥があるのか、或い
は又、精神上に弛緩があるのか。技術上の欠陥を指
摘する前に、昨年度からの歯鉄禁止が考えられる
が、若し歯鉄禁止によって落馬事故が殖えたとす
れば、騎手諸君の歯鉄禁止に対する研究、練磨の不
足と云わねばならぬ。歯鉄禁止は既に定められた
厳格なる事実であって、この規定の在する限り、歯
鉄を使用せずして無事に障害を飛越するの技術を
習得せねばならぬことは云うまでもない。」1 )

　騎手たちに対しずいぶん厳しい意見ですが、歯
鉄禁止と落馬事故の関連性を指摘しています。ま
た表１は、昭和11年から昭和13年の中山競馬場に
おける障害競走の落馬事故をまとめたものです
が、13年春季が突出していて業務概況にも、「四十
一回という未曾有(みぞう)の事実に直面して関係

者一同苦悩の種になった。」と報告しています2 )(写
真3)。

　競馬会は、他馬に対する危険防止のために歯鉄
を禁止しましたが、滑走防止のために使用したい
という、騎手たちの意見に耳を貸そうとしません
でした。落馬事故を防ぐために、競馬会は改善策を
示す必要がありました。

競走はすべて同一の平等条件で
　昭和17年発行の優駿(第2巻第7号)には「競走馬
の蹄鉄について」という解説記事があり、競走蹄鉄
について次のように説明しています。
　「これは通称勝負鉄と云い、競走の時にのみ使用
するものです。この材料は鉄から造るものと、軽金
属(アルミニューム、ジュラルミン)から造ったも
のと二種類あります。鉄材の方は厚さ二分(6㍉)、
巾三分(9㍉)位のもので重量は約一二〇瓦(㌘)、軽
金属製のものは重量約六十瓦、鉄材のものにくら
べ重量は約半分、調教用蹄鉄にくらべると、実にそ

の四分の一位の軽さのものです。これは人の履く
陸上競技用「スパイク」に相当するものです(写真4 
- 6)。」

　また、歯鉄を禁止した理由を次のように述べて
います。
　「競走馬の蹄鉄は軽量、滑走、交突防止を目的と
するため自然に厚さを薄くし、巾を狭くして、全体
の長さを短くします。これだけで相当その目的は
達せられますが、更に他の馬より一寸でも一分で
も先に出ようとするため、色々と蹄鉄に工夫を凝
らす結果となり、日本競馬会設立以前には取締規
定がなかったため、人馬に危険を及ぼすような蹄
鉄が使用されたものです。
　陸上競技の「スパイク」のように地面に触れる部
分に刺(とげ)を付けたり(写真7)、自動車のタイヤ
のように凹凸を沢山造ったり(写真8)、又は鉄の尖

端に鋭い歯止めを付けるとか、鉄尾に臍(へそ)の
ような突出部を置くとか(写真9)、種々の形のもの
が出来るようになったのですが、これらは何れも
発馬点等で万一他の馬を蹴るとか、競走中他馬の
肢に触れても大きな負傷をさせますし、更に競走
は凡て同一の平等条件で行うと云う趣旨から、或
る馬は普通の蹄鉄を用い、或る馬はこうした特殊
のものを用いるということは禁止しなければなら

ぬ訳です。以前は雨天の際はよく「雨降り鉄」と称
して以上のようなものを滑走防止に用いておりま
したが、現在では雨天も晴天も全く同様の蹄鉄を
使用しております。(中略) なお釘もその頭を余り
出しておくと、滑走防止の役目はするが危険があ
るので、大体二粍(ミリ)以上はいけない事になっ
ております。」4 )

　競馬会は危険防止と公正確保のために歯鉄を禁
止しました。そして、同一規格の競走蹄鉄を使用す
るように騎手講習会などを通して、指導したと考
えられます5,6 )。日本競馬会時代の資料の中で、蹄鉄
の規格を規制するような正式な文書は見つかって
いませんが、これらのことは歯鉄を禁止する施行
規程の条文とともに国営競馬に受け継がれ、「競走
馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和23年農林省
畜産局からの通知) によって明文化されました7 )。
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（写真7）　氷 釘

（写真8）　刻み蹄鉄

（写真9）　競走歯鉄（鉄臍付）
昭和７年 陸軍獣医学校 黒川三治郎教官の指導により製作

（日本装削蹄協会 所蔵）
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海 外 報 告

AO-VET Course 
Advances in Equine Fracture Managementに参加して

平間あき子1)・前田益久２)・大村昴也1)・菊地拓也1)・桂嶋勇輔1)・佐々木直樹3)

1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

1)美浦トレーニング・センター　競走馬診療所
2)栗東トレーニング・センター　競走馬診療所
3)帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

【図1　第3手根骨複骨折症例　a：術前、b：術後ス
カイライン像、c：術後正面像】

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。



（23）

1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

【図2　橈側手根骨板状骨折（背側面）】

【図3　橈側手根骨板状骨折（掌側面）】

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

【図4　ポータブルCT】

【図5】

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

【図7】

2つの小骨片にグライドホール（赤）を作成し、2つを合わせて掌
側の大きい骨片に繋ぎとめる方法でリダクションする。CT画
像でないとこのようなプランニングは不可能である。

【図6　第2指骨々折の関節固定のCT】

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
Richardsonは3穴LCPプレートを2本使用し、関節
を跨ぐ螺子は5.5mm CSを1本以上使用している
が、どちらの手法でも問題がないとの事であった。

・P2遠位は蹄内部にあるため想像以上にアプロー
チが困難だが、可能な限りlag screwで整復する
・閉創は総指伸筋腱→皮下組織→皮膚の順番に縫
合する。インプラントが多いため、総指伸筋腱の縫
合は単結節で可能な限り寄せるだけで良い。一方
で、皮膚縫合は術後経過に大きく影響するため、時
間をかけても確実に行う。

　術後管理は、整復の状態に合わせてギプス固定
を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

P2複骨折の関節固定が成功するためには、P2近位掌側（赤丸）
をきちんと整復して土台を作ることが重要である。

【図8】

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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1.概要
　AO Foundationは、骨折治療の研究や医療機器
開発のほか､世界中で教育活動を行う非営利団体
である。AO：A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  f ü r  
Osteosynthesefragen とは、ドイツ語で「内固定法
による骨折治療研究グループ」を意味し、発足当初
は人の骨折治療研究を行う小規模な団体であっ
た。現在ではAO-TRAUMA, AO-SPINE, AO-CMFお
よびAO-VETの4つの臨床部門に分かれており、そ
れぞれの分野において体系的な教育活動が行われ
ている。獣医部門であるAO-VETは、主に小動物と
馬に分かれて毎年世界各地で研修会が開催されて
いる。いずれもPrinciple-Advance-Masterとレベル
アップして行く3ステップ構成であり、今回我々
は、香港で開催された馬のAdvanceコースに参加
した。Principleで学んだ基礎的な内容を踏まえて、
より複雑な骨折の内固定や関節固定法を習得する
ことを目的とした研修プログラムであり、参加者
は日本、韓国、マレーシア、インド、オーストラリ
ア、トルコなどから約２０名が参集した。

2.講師
Jorg Auer：AOVET chairman・チューリッヒ大学名
誉教授
Christopher Riggs：香港ジョッキークラブ診療所
長
Alan Nixon：コーネル大学Department of Clincial 
Sciences教授

Dean Richardson：ペンシルべニア大学New Bolton 
Center教授
Alan Ruggles：Rood &Riddle Equine Hospital

3.研修スケジュール
第1日　3月24日（2015）

8:30 開会、講師紹介
8:40 特殊インプラント
　　　DCS/DHSおよびLC-DCP
9:10 実習：principleコースの復習

10:30 長骨骨折の治療原理
11:00 尺骨複骨折の診断と治療
11:30 実習：タイプⅡ尺骨骨折の内固定
13:30 手根骨板状骨折に対する関節鏡の使用
14:00 近位指骨複骨折の診断と治療
14:30 LCPの適用
15:00 長骨骨折の整復
16:00 実習：近位指骨複骨折の螺子固定
16:45 McⅢ/MtⅢ骨折の治療
17:15 肢軸矯正骨切術
17:45 ディスカッション

第2日　3月25日
8:00 実習：McⅢ骨幹部骨折の治療
8:45 橈骨および脛骨骨折の治療
9:15 上腕骨および大腿骨の治療
9:45 骨折治療に対するCTスキャンの使用

10:45 実習：Lag-screwと4.5/5mm LCPを
　　　用いた骨折治療

　　　10&11穴broad LCP2本を用いたMcⅢ複
　　　骨折の治療
13:30 実習：5.5mm LCPおよびDCSを用いた
　　　橈骨骨折治療
16:00 中手指関節の関節固定
16:30 術中Ｘ線および透視法
17:00 中手指関節に至る骨折に対する
　　　関節鏡使用
17:30 ディスカッション
18:00 シャティン競馬場にて競馬観戦

第3日　3月26日
8:00 橈骨および脛骨の亀裂骨折
8:30 第2指骨複骨折の治療

10:00 実習：5.5ＬＣＰを用いた中手指関節の
　　　関節固定術
　　　2本のプレートを用いた遠位指関節の
　　　関節固定術
13:30 実習：自由復習
16:00 膝蓋骨骨折の管理
16:30 ディスカッション

第4日　3月27日
8:00 関節固定術（遠位指関節、飛節、肩関節）
8:30 骨端骨折の管理
9:00 開放骨折の治療原理
9:30 インプラント除去の必要性と時期

10:30 プレートを用いた骨折治療の技術的ミス
11:30 ケースディスカッション

4. 講義および実習内容
　特に興味深かった以下の講義や実習について、
その概要を記す。

【1】 手根骨関節内骨折や中手指関節の関節鏡使用
【2】 第1指骨複骨折の診断および手術法
【3】 第3中手骨／中足骨々折の診断および手術法
【4】 骨折治療に対するCTスキャンの使用
【5】 球節の関節固定適応症例および手術手技
【6】 第2指骨複骨折の手術手技

【1】手根骨関節や中手指骨関節での関節鏡使用
（Alan J. Nixon）
　この講義では橈骨手根骨間もしくは手根間関節
と中手指節関節において関節鏡（Arthroscopy：

AS）を利用すべき症例を用いて、使用法や注意点
を学んだ。
手根骨関節
　手根骨関節では多くが第3手根骨骨折である
が、橈側や中間、第2や第4、そして副手根骨の骨折
においてもASを用いて内固定を実施する。そのう
ち、第3手根骨の複骨折と橈側手根骨骨折への内
固定法について要点をまとめる。
　第3手根骨の複骨折は、適切なリダクションと
安定化が難しく、異なる面からのLag-screwが必要
となるためレントゲン検査やAS観察が重要であ
る。手術適応の可能性が最も高い複骨折は背側の
板状骨折と内側の矢状骨折を併発した症例（図
1-a）であり、板状骨折には4.5mm皮質骨螺子

（Cortex screw：CS）を、矢状骨折には3.5mm CSを
挿入する（図1-b）。これらの螺子を挿入する際に
は、螺子同士が干渉しないことが重要で、矢状骨折
に対し3.5mm CSを内側から外側に向けて挿入す
る際は、先に挿入した4.5mm螺子に干渉しない様
に、近位または遠位に傾かせることが重要である

（図1-c）。干渉が避けられない場合は短い3.5mm螺
子を用いる。矢状骨折への挿入位置は第2手根骨
との関節のすぐ背側を狙い、第2手根骨を貫通す
る必要はない。これらの症例では6～8週間は必ず
馬房内休養とし、術後6週頃から曳き運動を再開
する。多くの遊離小骨片や楔状骨片を除去した症
例では、関節表面の欠損が多いため予後が悪くな
る。

　橈側手根骨骨折は第3手根骨骨折と併発するこ
とが多いため、治療は競走復帰よりも救命のため
に行われる。粉砕骨折の場合は関節固定の適応で
あるが、板状・矢状骨折はLag-screwで主要な骨片
を固定することで体重支持による骨片の変位や変
形を防ぐことができる（図2）。このとき、橈骨手根
骨間と手根間の両関節においてASで観察し、関節

面のデブリードメントを行う。その後、鈍のエレ
ベータを用いて螺子挿入まで骨片を固定・維持す
る。手根間関節を屈曲した方が関節面の観察や器
械操作を行いやすいが、橈側手根骨は屈曲により
変位しやすいため、注意を要する。
　また、橈側手根骨では掌側の板状骨折も起こる
ことがある。骨片が大きい場合は背側から海綿骨
螺子で、骨片が薄い場合は掌側から背側に向けCS
で固定する（図3）。掌側の小骨片はAS観察下で除
去する。

中手指骨関節
　中手指関節におけるASを用いた骨折の固定は
主に、①第3中手（中足）骨顆骨折、②第1指骨の矢
状骨折と背外側骨折、③種子骨骨折がある。

①第3中手（中足）骨顆骨折
　掌側が粉砕している場合があるため、関節包掌
側からASで観察し、関節面の評価と小骨片の除去
を行うことが重要である。また、外側顆の完全変位
骨折では、競走復帰を目指す場合3-4cm以下の小
切開のみでアプローチすべきであり、J字型の開放
切開創でアプローチした場合、競走復帰は困難と
なる。

②第1指骨（P1）の矢状骨折と背外側骨折
　後肢の第1趾骨近位骨折の場合に関節面が合っ

ているかの評価で用いる。

③種子骨骨折
　6タイプに分類され、それぞれについて治療法
が異なる。
・Apical fracture：近位1/4から1/3の骨折で、すべ
てASでの摘出が適応。保存療法よりも外科手術を
した方が復帰率が良いとの報告がある。小骨片で
あるほど繋靭帯の損傷が少ないため予後が良く、
近位1/3の骨片摘出は、治療期間が延長し、パ
フォーマンスが低下する。
・Mid-body fracture：中位での骨折で、骨移植や
キャストでは治癒が悪く、W i r e もしくは
Lag-screwによる内固定の復帰率の方が良い。
Wireでは関節や腱鞘の線維化が起こるので、
Lag-screwの方が良い。Lag-screwは近位からも遠
位からも挿入可能だが、繋靭帯の方が遠位の種子
骨靭帯よりも外科的侵襲に寛容だと思われるので
近位からのアプローチが好ましい。螺子の挿入と
リダクションの確認の際にASが有用であり、Glide 
holeが骨折線を越えたことを確認することができ
る。螺子の挿入方向は骨折面の傾きにより調節す
る必要がある。
・Basilar fracture：基底部の板状骨折は全ての種子
骨靭帯起始部を含む骨折であることから予後が悪
い。骨片が薄いので難しいがLag-screwが最も効果
的である。球節を屈曲すると骨片の整復をしやす
くなる。4.5mmではなく3.5mm螺子2本で遠位か
ら固定する。
・Abaxial fracture：背掌側60度撮り下ろしレント
ゲン像にて確認することで、骨片が関節内にある
か掌側の関節外にあるか判断できる。関節内であ
ればASで除去し、関節外であれば内科的に治癒を
目指す。
・Saggital fracture：稀で、第3中手（足）骨の顆骨折
などに併発する。Lag-screwを反軸側から軸側方向
へ挿入し、固定する。
・Comminuted fracture：跛行の程度に応じてバン
テージや副木、キャストなどで固定する。多くの場
合、関節固定が必要である。

　手根骨の複骨折・掌側骨折や種子骨骨折に対し

内固定を実施する場合、CTを用いることで複骨折
症例でも骨片の形態や大きさ、数を評価でき、除去
する骨片と内固定する骨片の選別や、螺子の種類
や挿入方向を決める上でとても重要な情報が得ら
れることが期待できる。

【2】第1指骨複骨折の診断および手術法
（Dean W. Richardson）
　競走馬に良く起こる骨折であり、Lag-screwによ
る内固定による治療を選択するか、外固定による
治療を選択するかを判断しなければならない。
　Lag-screwによる骨片の再構築を試みるために
は、少なくとも関節間をつなぐ支柱となるべき骨
片が1つなければ難しい。損傷していない支柱と
なる骨が再構成の基礎となり、支柱となる骨片に
ほかの骨片を固定していくことでリダクションを
進めていく。近位関節面での粉砕は、関節近隣には
骨髄腔がないためLag-screwによる圧力に対して
十分な骨の硬さを有していることから、骨体中位
での粉砕の場合よりも問題が少ないことが多いと
される。

術前検査
　複骨折の術前にはレントゲン検査により骨折パ
ターンを十分にイメージすることが重要である。
オープンリダクションにより露出して整復を行う
場合においても、骨折パターンを描出して理解し
ておく必要がある。可能であれば術前だけではな
く、術中にもCT検査を行うことが望ましい。
外科的アプローチ（オープンリダクション）
　皮膚切開は、関節包のレベルまで皮膚と皮下織
を1層で切開する。関節包と側副靭帯を切断し脱
臼させる。骨膜エレベータやメスなどを用いて背
側の伸筋腱付着部を剥がすと骨折線がより明確と
なる。
リダクション
　最上段（近位）の螺子は必ず背掌側方向で固定す
る。近位の関節面を再構築してから、遠位のリダク
ションを進めていく。遠位側の変位は目視するこ
とが難しいので、術中CTやレントゲン検査で確認
しながら正確にリダクションを行う。
閉創

　関節包と伸筋腱は、2-0もしくは0の吸収糸で縫
合する。側副靭帯は0もしくは1の吸収糸で水平
マットレスまたはPully縫合を行う。
術後管理
　ハーフリムキャストを最低1ヶ月（6週間が望ま
しい）装着するが、褥創となった場合は重篤になる
前にキャストを外すべきである。これは、術創周囲
が損傷すると予後が悪くなることが多いためであ
る。
低侵襲アプローチの適用
　“中等度”の複骨折までであれば、CTスキャンや
透視・DRなどを用いて低侵襲でアプローチするこ
とが可能である。それらによって十分な骨折パ
ターンの情報が得られるのであれば、関節鏡でモ
ニターしながらスタブ切開により正確なリダク
ションを行うことが可能であるが、発症から1～2
日以内の骨折でなければリダクションがとても難
しくなる。それほど変位していない複骨折では、骨
折線を描出するためにCTスキャンによる情報が
有用である。
創外固定による治療
　骨折の程度が、再構築できないほど複雑なもの
である場合には、P1骨折をLag-screwで安定化さ
せた後、キャスト内で骨片が崩壊しないように創
外固定を組み合わせる必要がある。2本の創外固
定のピンは、前後方向に平行でないほうが支える
と強度が増すことが知られており、経験的に管骨
のなるべく遠位に設置したほうが管骨の骨折を起
こすリスクを減少させると考えられている。

【3】第3中手（足）骨々折の診断および手術法
（Alan J.Nixon）
骨幹部の骨折
　成馬の場合、複雑でない骨折であればLag-screw
とDynamic Compression Plate （DCP）を併用する
方法でも良いが、最も良い選択肢はLock ing  
Compression Plate（LCP）を用いる方法である。子
馬ではダブルプレートが一般的であり、さらに幼
い子馬ではシングルプレートで行う。極端に複雑
な骨折では、キャストによる固定か創外固定を用
いる。ダブルプレートを実施する際の1枚目は一
般的に背側に、2枚目は外側面か内側面の可能な

方に配置する。
　成馬の管骨骨折では5.5mmのLCPを使用するの
が最も良い。ほとんどの骨折では、球節の関節包の
近位から管骨の近位の境界まで管骨背面にプレー
トをあてることが可能である。2枚目のプレート
の位置は骨折の複雑さや蝶形用骨片の位置にもよ
るが、蝶形用骨片の上に配置するのが理想である。
最初に独立している蝶形用骨片を3.5mmの
Lag-screwで固定する。次に、管骨の全長にできる
だけ近い長さのプレートを管骨背面に配置し、2
枚目は1枚目より少し短いものを使用する。2枚の
プレートの端が同じ位置にならないように注意す
る。これは力が集中するのを避け、術後の再骨折を
防ぐためである。
　手術は基本的に患肢が上の横臥位で実施する。
感染リスクを考慮し、血流が乏しい部位や開放創
部位の切開は避けるべきである。麻酔覚醒時には
覚醒用プールを使用するか、ロープによる補助起
立を行う。術後は傷の状態にもよるが3～14日間
抗生剤を投与する。

顆骨折
　第3中手骨および第3中足骨の顆骨折は競走馬
でしばしば発生するが、それ以外の種ではまれで
ある。過度の変位を伴うものでは、関節軟骨や種子
骨損傷の併発を考慮すべきである。この骨折は、完
全／不完全、変位している／していない　に分け
られる。完全骨折の場合は掌側が粉砕している可
能性があり、その場合は手術を実施しても予後は
良くない。
　回顧的調査では、外側顆骨折で変位しているも
のは術後の競走復帰率が18～35％という報告が
ある。一方で変位していなければ予後は良くなる。
さらに近年の回顧的調査では顆骨折を発症した
135頭において、65％が術後競走復帰し平均出走
回数は13.8走であった。また、変位していない完全
骨折での競走復帰率では58％、変位した完全骨折
では60％だったと報告されており、これらの骨折
は手術適応であるといえる。

【4】骨折治療に対するCTスキャンの使用
（Dean W. Richardson）

　約10年前から馬の骨折治療に対してCTスキャ
ンを使用しているとのことであった。図4は、Dr. 
Richardsonの所属するペンシルバニア大学で使用
しているポータブルCTである。一般的なCT装置は
かなりの大型機器であり、手術を受ける馬は、術前
に専用の台に寝かされ、CT撮影を実施したのち、
再び吊り上げて手術室に移動する。それに比べる
とこのポータブルCTは小型でキャスターがつい
ており移動も可能である。手術室に置いておくこ
とで、必要に応じて術中に撮影することができ、手
術プランの作成・変更にとても実用性が高いと感
じた。
　CTは骨折線が複雑に伸長するP1や第3中足骨の
骨折などにおいて、レントゲンでは描出されにく
い微細な骨折線を描出することができ、また解剖
学的にレントゲンではうまく描出することができ
ない飛節や腕節の板状骨折に対し、レントゲンと
は異なる軸で骨折を描出することができるため、
骨折パターンをより正確に把握することができ
る。さらに、3Dで骨折パターンが描出されるため、
術式のプランニングに大いに役立つとのことで
あった（図5、6）。

【5】球節の関節固定適応症例および手術手技
（Dean W. Richardson）
　様々な術式が選択される中でDr. Richardsonが
現在実施している方法が紹介された。
適応
　難治性骨関節炎、関節の支持機構の破綻症例（両
側の近位種子骨変位複骨折、繋靭帯断裂、遠位種子
骨靭帯断裂）。遠位種子骨靭帯断裂では第2指節間
関節も不安定になっているため、重症度が高い。罹
患部位より遠位の循環状態、血流の評価も重要で
ある。開放性脱臼（骨折）でなければ、受傷直後の手
術は良い選択とは言えず、キムジースプリントな
どの応急処置により一晩馬を落ち着かせること
で、よりよい麻酔導入、覚醒が得られる。

手術手技（重要事項を中心に記載）
　総指伸筋腱を十分なマージンが得られるよう腱
の正中で骨に達するよう力を加えて切開する。ホ
フマン開創器を使用し、適宜メスを交換しながら
軟部組織同士は分離しないように、骨から軟部組
織を剥離する。側副靭帯、側副種子骨靭帯を切断
し、関節を脱臼させる。軟骨除去の際には、関節面
の形状を変化させないことが重要である。形状が
不正となり、関節が密着されないと癒合の妨げと
なる
　テンションバンドの設置については症例によっ
て異なる。骨関節癒合症における関節固定術など
では、近位種子骨に螺子を挿入することでテン
ションバンドの役割を担わせる場合があるが、Dr. 
Richardsonはテンションバンドワイヤーもしくは
ケーブルの設置がより確実な方法という意見で

あった。種子骨靭帯の断裂や近位種子骨粉砕骨折
がある場合は、テンションバンドの設置は必須で
ある。Dr. Richardsonは通常、3.2mmドリルで造孔
した孔に1.7mmケーブルを設置する。ケーブルは
ワイヤーと比較して、たるみにくくテンションを
かけやすい。ロッキングスクリュー（Locking head 
screw：LHS）を使用する場合、螺子の挿入角度が調
整できずケーブルをドリルやタップで破損してし
まう可能性が高くなるので、慎重なプランニング
が必要である。LHSを挿入すると確実にケーブル
を破損してしまう場合は、皮質骨螺子（CS）をケー
ブルに当たらない角度で挿入する。
　使用するプレートは12-14穴DCPから10穴LCP
に変化してきており、現在Dr. Richardsonは、標準
的な体重の馬の球節関節固定には10穴4.5mm 
Broad LCPを使用している。後肢の球節や非常に
重い馬の場合は、長めのプレートを使用する。プ
レートは15-20°に調整する。P1に遠位4穴を置
き、遠位から5番目の穴が関節の縁にくる位置で
ベンディングする。肢を180°に伸ばした状態で
P1にプレートを密着させ、プレートの近位端が管
骨から約3cm浮いていている状態が適当である。
プレートはP1への固定から始める。遠位から2番
目もしくは3番目の穴に5.5mm CSを挿入し、プ
レートを骨に圧着させる。残り3穴には5.0mm 
LHSを挿入するが、角度のズレは管骨近位では非
常に大きくなるため、2つめの螺子を挿入する際
はプレートの角度に細心の注意を払う。
　関節の「跨ぎ」は5.5mm CSを使用する。グライド
ホールのみを脱臼している関節面を見ながら造孔
する。近位種子骨の全部もしくは一部が固定力を
残した状態で存在している場合、管骨と近位種子
骨をラグ様式で固定するため、跨ぎの螺子との位
置関係に注意する（図7）。

　この螺子の挿入位置の目安はプレートの1cm側
方、球節背側関節面から約18mm近位であるが、触
診や径の細いドリルを使用して種子骨の中心に入
るよう確認する必要がある。両側の種子骨をラグ
様式で固定する場合、1本目の螺子の挿入により
位置がずれるため、1本目の螺子挿入後に2本目の
スレッドホールを造孔する。
　管骨へのプレート固定には、テンションデバイ
スを使用する。テンションデバイスは4.5mm径24
～26mm長のCSで固定する。最初にプレートの近
位から3番目の穴にCSを挿入、その後1本のCSおよ
び1本のLHSを挿入し、テンションデバイスをはず
す。全ての螺子を挿入し、抗生剤加PMMAを塗布し
た後、螺子を完全に締める。最後に跨ぎの5.5mm 
CSを挿入する。
　閉創は腱、皮下、皮膚の縫合により行う。総指伸
筋腱は0もしくは1バイクリルで十字縫合単結節
により閉鎖し、皮下を吸収糸で連続縫合する。キャ
ストに問題がなければ、3～4週間以上交換しない
ため、皮膚は吸収糸で縫合する。キャストはヒール
アップしない。

術後管理
　手術が適切に実施されていれば、骨自体の安定
性は高く、特に覚醒後は外固定が不要なレベルで
ある。しかし、創の保護にとっても利点が大きいた
め、特にキャストに問題がなければ1ヶ月程装着
したままにする。X線所見で強固な癒合が確認さ
れるまで（通常3～4ヶ月）は舎飼での管理となる。

【6】第2指骨複骨折の手術手技
（Dean W. Richardson）
　第2指骨（P2）複骨折は、あらゆる品種や用途の
馬で発症する。高速運動時のミスステップや急回
転を繰り返すウエスタン競技など、加重した状態
での捻転による単独事故が多い。最近では、インド
アアリーナにおける調馬策運動中に発症するケー
スも増加しており、グリップ力の高い馬場素材の
影響かもしれないとのことだった。
　骨折が重度で骨片があまりにも細かい場合は、
創外固定が最適だが、固定力不足による対側肢の
蹄葉炎、褥創などの合併症が多い。骨を再建できる

見込みがあるなら、内固定と第2指関節の関節固
定を組み合わせる方法が最も良い。関節固定法の
選択肢はいくつかあるが、Dr. Richardsonによると
3穴LCPのダブルプレートが最良とのことだった。
以下にその要点を記す。

P2複骨折整復のポイント
・アプローチは、第2指関節の関節固定と同じ方法
で、第2指関節を完全に脱臼させてP2近位関節面
を露出する。
・直視下にて、P2近位関節面を可能な限り整復す
るが、最終的には関節を癒合するので完璧でなく
ても大丈夫である。小さなピースは無視しても良
い。ただし、掌側は関節を跨ぐ螺子の挿入部分であ
るため、できるだけ正確に整復して十分な土台を
作ることが重要である（図8）。逆に、近位掌側がバ
ラバラで土台が作れない場合は、予後が悪い。

・P2近位の整復は、骨折線に対する螺子角度も完
璧でなくても良い。プレートを置く位置、関節を跨
ぐ螺子の位置を優先して、螺子同士が干渉しない
ように挿入する。　　　　
・テキストではP2近位の整復後、3穴プレートの2
穴目に関節を跨ぐ4.5mm lag screwを挿入して第
2 指 関 節 を 固 定 す る 。一 方 で 、近 年 の D r .  
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間をかけても確実に行う。
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を1～4ヶ月程度継続する。馬が疼痛や不快感を示
さない限りはギプスを交換する必要はない。抗生
物質は馬の状態にもよるが、Dr. Richardsonの場合
は典型的な症例で全身投与を24～48時間まで、局
所還流を3日間実施するとのことであった。予後

は、整復のクオリティに大きく左右されるが、あく
までも救命目的の手術だとのことであった。

5.最後に
　技術的な部分では複雑な手技が多かったことも
あり、術前のプランニングの重要性を再認識した。
一方で複雑だからこそプランどおりのインプラン
トの設置ができないことも多く、術中の調整が非
常に重要であると感じた。実際、講師陣は我々の手
術途中の状態を見て、即座に次のインプラントを
どう入れるかを判断し、的確にアドバイスしてく
れた。練習を重ねる中で、こういった術中の判断
力、修正力も磨いていきたい。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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Figure １　中国北京市内の風景

Figure ３　中国国際馬科学技術大会のプログラ
ム（一部抜粋）

プレゼンテーションは公用語として英語で行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。

学会は2015年10月13日から14日までの2日間に開催された。中
国国内、韓国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国際学会として
開催していた。

Figure ２　中国国際馬科学技術大会の様子

海 外 報 告

中国北京国際馬科学技術大会
Beijing International Conference on Equine Science

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門　佐々木直樹

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
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Figure ４　China International professional 
Horse Sports & Leisure Industries Exhibitionの様
子
中国国内ならびに世界各国の馬産業製品（馬具、飼料、馬房な
ど）の展示が開催されていた。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
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スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
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を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
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海 外 報 告

2015年度アメリカ獣医外科学会（ACVS）

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門　佐々木直樹

アメリカ獣医外科学会（ACVS）の概要
　2015年アメリカ獣医外科学会（American 
college of veterinary surgeons, ACVS）は、2015年
10月21日から24日の4日間の日程でアメリカ合
衆国東部テネシー州の都市ナッシュビルで開催さ
れた。Gaylord Opryland Resort & Convention 
Center内13会場において、小動物関連6会場、馬関

連3会場、特別プログラム3会場、テクニシャン関
連1会場に分かれて開催された。外科関連のラボ
は16プログラムが開催され、Mark w. Allamによ
る再生医療に関する基調講演の後、教育講演なら
びに研究発表が行われた。コーネル大学のAlan J. 
Nixon、コロラド大学のDonald L. Piermattei、エジ
ンバラ大学のPadraic M. Dixonの３名に賞が贈呈

された。馬外科分野では、フロリダ大学のDavid E. 
F r eemanとペンシルバニア大学のDean  W .  
Richardsonによる基調講演が行われた。下記に注
目すべき演題ならびに当研究室の2演題につい
て、その概要を紹介する。

1. 馬の開腹手術における過去、現在ならびに未来
Freeman (USA, Florida Univ.)

　馬の開腹手術後の生存率は、1975年に27.1 ％
であったものが、1982年に82%(Freeman)まで改
善されてきた。これまでに、ドレインの改良、持続
点滴の改善、頸静脈炎の予防、術後イレウス予防、
術後胃逆流への処置などを講じてきた。腸管吻合
では２層内反縫合より１層内反縫合を推奨してき
た 。従 来 、空 盲 吻 合 術 で 用 い ら れ て き た
Parker‐Kerr縫合では２重に内反した空隙に感染
を生じやすいことから自動吻合器を用いた縫合に
変更している。フルニキシンメグルミンはメロキ
シカムより術後エンドトキセミアの予防に効果が
あった。2015年のECVS（ヨーロッパ獣医外科学
会）専門医の調査では、術後イレウスの予防や治療
に用いる薬剤としてリドカインが広く用いられて
いる（67％）。現在、リドカインの消化管運動促進
作用、血管鎮痛作用、抗炎症作用などのエビデンス
は否定されている。2008年のBlikslagerの研究成
績によれば、リドカインは消化管機能障害の進行
を減少させる効果を有するとされており、現時点
ではこのエビデンスレベルが高いと考えている。
今後の課題として、術後合併症の減少、術後胃逆流

の減少、術後の消化管運動賦活化のための薬物療
法などが挙げられた。

2. 尺骨の複骨折18症例に対するロッキングコン
プレッションプレートの検討
Jacobs, Richardson et al. (USA, Pennsylvania 
Univ.)
　馬の尺骨の複骨折はType 1～4に分かれ、これ
までDCP（ダイナミックコンプレッションプレー
ト）やワイヤーによる固定が行われてきた。2004
年から2014年までの尺骨複骨折18症例に対し、
ロッキングコンプレッション（LCP）を用いた固定
を実施し、長期間のフォローアップ評価を行った。
骨折部の切皮後、LCPと皮質骨スクリューにより
固定を行い、術野はPMMAとアミカシンとの混合
液を塗布した。麻酔からの覚醒はリカバリールー
ムで行った。術後１年目に電話でのオーナーへの
インタビュー、レントゲンおよびEquibaseシステ
ムによる解析を行った。18例中、1頭にインプラン
トの感染が生じ、インプラントの除去を行ったが
合併症により安楽殺処分を行った。また、18頭中2
頭に骨折部位の骨融解が生じ、ドレーンを装着し
て治療を行った。さらに、18頭中4頭に縫合部位の
感染が発生して術後外科処置を行った。フォロー
アップが可能であった17頭中3頭が競走馬として
復帰し、7頭が乗馬として利用された。また、種馬
として2頭が供されたが、2頭が競走引退後の所在
は不明であった。3頭は骨折とは別の原因により
安楽殺処分されていた。以上のことから、LCPは馬

の尺骨複骨折に対して有効であることが明らかと
なった。

3. 立位における腰仙部硬膜外内視鏡の検討
Shrauner et al. (USA, North Carolina Univ.)

　背腰部の疼痛は跛行や運動能力の低下を引き起
こすことから、診断治療法の改良が行われてきた。
背腰部の診断として、主に核シンチ、X線、超音波
が用いられている。人では脊柱管から連続する神
経根の圧迫がMRI診断により明らかにされてい
る。馬において背腰部の脊柱管内を診断すること
を目的に立位での腰仙部硬膜外内視鏡を検討し
た。立位枠場内保定下で、デトミジンにより鎮静処
置後、尾椎1と2番間の局所麻酔ならびに硬膜外へ
カテーテル（8, 10, 12）を挿入した。カテーテル内
に内視鏡（直径3.8 mm、長さ60 cm、120度）を挿入
して、硬膜外腔を観察した。術後3日間、NSAIDを
12時間おきに３日間投与した。腰仙部の硬膜外内
視鏡により神経根の明瞭な観察が可能であり、安
全に実施できることが明らかとなった。今後、臨床
例での応用を検討していきたい。

4. 近位指骨間関節におけるロッキングコンプ
レッションプレート関節固定

Stewart et al. (UAE, Dubai Equine Hospital)
　馬の第一指骨ならびに第二指骨の複骨折、脱臼、
変形性関節症では、Lag法やダイナミックコンプ
レッションプレート（DCP）による関節固定が選択
されてきた。2009年～2015年に近位指骨間関節
の脱臼などの理由によりロッキングコンプレッ
ションプレート（LCP）を用いて関節固定を行った
39例について報告する。術式は近位指骨間関節背
側をT字に皮膚切開後、靭帯をV字切開し関節を開
放した。関節軟骨に直径2.5 mmのドリル先を用い
てドリリング後、4.5 mm皮質スクリューを用いて
Lag法で固定後、LCPプレート（3穴）2本で関節間を
固定した。手術の平均時間は103分であり、第二指
骨骨折を伴っている症例の平均は148分であっ
た。術後キャストを装着した平均日数は24.8日（第
二指骨骨折：59日）であった。術後の合併症として
キャストによる皮膚の褥瘡が26％、感染症が7％、
インプレントの破損が3％、対側肢の異常が3％に

みられた。長期フォローアップが可能であった25
頭中、89％が競走に復帰した。今回、従来のDCPを
用いた報告である成功率82％（Heather, 2015年）
よりも成績の向上がみられ、LCPを用いた近位指
節間関節固定は有効であると考えられた。

5. 軟部組織外科症例の合併症
Ducharme et al. (USA, Cornell Univ.)

　喉頭蓋エントラップメント、披裂軟骨小角突起
の肉芽腫ならびに炎症を併発した症例（サラブ
レッド競走馬）に対して、立位鎮静下で喉頭蓋エン
トラップメントをレーザーによりカットし、肉芽
腫を超音波により除去した。５日後の気道の浮腫、
披裂軟骨小角突起の変形などの合併症が発生し、
８日後には気道狭窄が重度となった。全身麻酔下
で気道切開ならびに部分披裂軟骨切除術を実施し
た。２年後には披裂軟骨の変形は小康状態となり、
気道狭窄も改善した。治療費は総額約100万円で
あった。最終的には全身麻酔下での手術により完
治したが、立位鎮静下での手術には注意を要する
と考えられた。

6. 雌馬における低侵襲腹腔鏡手術に関する研究
Sasaki et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　近年、馬における卵巣摘出術は小さな傷と拡大
視・近接視効果を有する腹腔鏡視下でおこなわれ
ている。最近、より低侵襲な手術を目的として一か
所の小切開部位からのアプローチを可能とする単
孔式腹腔鏡手術が開発され、ヒトでは腹腔鏡下大
腸手術に適用されている。本研究では、従来の複孔
式（3ポート）と単孔式（1ポート）とで腹腔鏡視下
卵巣摘出術を実施し、その有用性について比較検
討した。本研究には健康なサラブレッド種の牝馬
を用いた。一頭の馬に対して左右いずれかの膁部
から、立位鎮静下で従来の3ポート（φ10mm, 
10mm, 10mm、オリンパス社）または1ポート

（SILSポート、5mm~12mm、Covidien社）での腹腔
鏡視下での卵巣摘出術を実施した。膁部を2%キシ
ロカインにて局所麻酔実施後、切皮してポートを
挿入した後に二酸化炭素ガスにて気腹をおこなっ
た。卵巣の切除には超音波振動メス、組織の把持に
はロティキュレーターエンドタイセクト

(Covidien社)を使用した。手術後は約一ヵ月の休養
期間を与え、無作為2ウェイククロスオーバーデ
ザインにて対側の膁部に対してもう一方の方法で
卵巣摘出術を実施した。1ポート手術ではクロス
法を用いることで各器具の干渉を軽減することが
可能であった。血管の止血にはプレ凝固法を用い
ることでより安全な止血が可能であった。切皮か
ら縫合に要した時間は、3ポート手術と1ポート手
術の間で有意差は認められなかった。一方、切皮の
長さおよびキシロカインの投与量は3ポート手術
と比較して、1ポート手術では有意に低値を示し
た。1ポート手術では、1ヶ所のみの小切開から
ポートを作製して、そのポートから腹腔鏡および
器具を挿入するためのトロカールを挿入すること
が可能である。また、3ポート手術では卵巣摘出時
に切開創を拡大することを必要としたのに対し、
1ポート手術ではその必要はなかった。本研究の
結果より、1ポートでの腹腔鏡手術は従来の3ポー
トでの腹腔鏡手術と比較してより低侵襲であるこ
とが明らかとなった。今後、馬の腹腔鏡視下手術に
おいて単孔式腹腔鏡手術の応用が期待された。

7． 蹄底潰瘍に対するゼラチンマイクロスフィア
含浸PRPの検討

Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ)
　牛の蹄底潰瘍は蹄底・蹄腫接合部の軸側よりの
真皮に出血と角質の欠損が生じて外表に開口部が
発生し、二次的感染により潰瘍を形成したもので、
重度の跛行ならびに泌乳量の減少を示すため、経
済的損失が大きい。治療には罹患部の圧迫を除く
削蹄および罹患してない内側蹄にブロックを固定
する方法が有用であるが、治療には時間がかかる
ため、新しい治療方法の開発が期待されている。近
年、組織再生効果を有する血小板を高濃度に濃縮
した多血小板血漿(Platelet rich plasma、以下PRP)
が様々な再生医療の分野において利用されてい
る。PRPはさまざまな成長因子が含まれており、徐
放剤のゼラチンマイクロスフィアに含浸させるこ

とで、生体内でTGF-β1などの成長因子を長期間
にわたり放出することが知られている。本研究で
は蹄底潰瘍に対する多血小板血漿(PRP)含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの蹄底角質再生効果を検討
した。蹄底潰瘍罹患牛(13頭)を対象に採血を行っ
て血小板数を測定した。測定した血小板数の約5
倍となるようにPRPを調整した。7頭に対し、潰瘍
部にPRP(1ml)含浸ゼラチンマイクロスフィア
(10mg)をアルギン酸ゲル(0.6ml)と混合して塗布
し(PRP群)、プラスチック製フィルムと自着性包帯
を装着した。コントロールとして6頭に対してア
ルギン酸を塗布し(コントロール群)、同様に処置
した。処置後1週間から3週間までに欠損割合

（％）、病変スコア(1－4)ならびに圧痛スコア(1－
4)を評価した。PRP群ではコントロール群と比較
して塗布後全週において欠損割合、病変スコア並
びに圧痛スコアが有意に低値を示し、病変部の良
化が認められた。PRP群はコントロール群と比較
して早期の蹄底再生が観察された。PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアから放出された成長因子が
欠損した蹄組織に作用することで蹄の再生が早
まったと考えられた。以上により、PRP含浸ゼラチ
ンマイクロスフィアは乳牛における蹄底潰瘍の再
生を促進することが明らかになった。

結語
　最近の他学術集会同様、ACVSにおいても多血漿
板血漿（PRP）や骨髄由来間葉系幹細胞を用いた再
生医療に関する研究発表ならびに教育講演が多数
見受けられた。獣医領域では臨床成績から再生医
療技術の効果を判定する疫学的解析方法が用いら
れているため、実際にどのような機序によって組
織再生が行われているのかといった基礎研究が十
分になされていない。今後、細胞治療技術と生体組
織工学技術の融合した再生医療分野の発展が期待
される。2016年度のACVSはアメリカ西海岸の
SEATTLEにおいて2015年10月5日から8日までの
シンポジウム開催が決定されている。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。

ダウンタウンにはカントリーミュージックの中心地として音
楽スタジオが並んでいる。

写真1　ナシュビルの風景

学会会場にはホテルが隣接しており、会場へのアクセスは快適
である。

写真2　学会会場コンベンションセンター

学会会期中に大動物ならびに小動物のWet Labのプログラムが
用意されており、Hands-onのテクニカルトレーニングができる。

写真3　Lab

小動物6会場、馬3会場、その他3会場、テクニシャン1会場の計
13会場で、各種プログラムが用意されていた。写真中央はDr. 
Ducharme。

写真4　学会会場
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アメリカ獣医外科学会（ACVS）の概要
　2015年アメリカ獣医外科学会（American 
college of veterinary surgeons, ACVS）は、2015年
10月21日から24日の4日間の日程でアメリカ合
衆国東部テネシー州の都市ナッシュビルで開催さ
れた。Gaylord Opryland Resort & Convention 
Center内13会場において、小動物関連6会場、馬関

連3会場、特別プログラム3会場、テクニシャン関
連1会場に分かれて開催された。外科関連のラボ
は16プログラムが開催され、Mark w. Allamによ
る再生医療に関する基調講演の後、教育講演なら
びに研究発表が行われた。コーネル大学のAlan J. 
Nixon、コロラド大学のDonald L. Piermattei、エジ
ンバラ大学のPadraic M. Dixonの３名に賞が贈呈

された。馬外科分野では、フロリダ大学のDavid E. 
F r eemanとペンシルバニア大学のDean  W .  
Richardsonによる基調講演が行われた。下記に注
目すべき演題ならびに当研究室の2演題につい
て、その概要を紹介する。

1. 馬の開腹手術における過去、現在ならびに未来
Freeman (USA, Florida Univ.)

　馬の開腹手術後の生存率は、1975年に27.1 ％
であったものが、1982年に82%(Freeman)まで改
善されてきた。これまでに、ドレインの改良、持続
点滴の改善、頸静脈炎の予防、術後イレウス予防、
術後胃逆流への処置などを講じてきた。腸管吻合
では２層内反縫合より１層内反縫合を推奨してき
た 。従 来 、空 盲 吻 合 術 で 用 い ら れ て き た
Parker‐Kerr縫合では２重に内反した空隙に感染
を生じやすいことから自動吻合器を用いた縫合に
変更している。フルニキシンメグルミンはメロキ
シカムより術後エンドトキセミアの予防に効果が
あった。2015年のECVS（ヨーロッパ獣医外科学
会）専門医の調査では、術後イレウスの予防や治療
に用いる薬剤としてリドカインが広く用いられて
いる（67％）。現在、リドカインの消化管運動促進
作用、血管鎮痛作用、抗炎症作用などのエビデンス
は否定されている。2008年のBlikslagerの研究成
績によれば、リドカインは消化管機能障害の進行
を減少させる効果を有するとされており、現時点
ではこのエビデンスレベルが高いと考えている。
今後の課題として、術後合併症の減少、術後胃逆流

の減少、術後の消化管運動賦活化のための薬物療
法などが挙げられた。

2. 尺骨の複骨折18症例に対するロッキングコン
プレッションプレートの検討
Jacobs, Richardson et al. (USA, Pennsylvania 
Univ.)
　馬の尺骨の複骨折はType 1～4に分かれ、これ
までDCP（ダイナミックコンプレッションプレー
ト）やワイヤーによる固定が行われてきた。2004
年から2014年までの尺骨複骨折18症例に対し、
ロッキングコンプレッション（LCP）を用いた固定
を実施し、長期間のフォローアップ評価を行った。
骨折部の切皮後、LCPと皮質骨スクリューにより
固定を行い、術野はPMMAとアミカシンとの混合
液を塗布した。麻酔からの覚醒はリカバリールー
ムで行った。術後１年目に電話でのオーナーへの
インタビュー、レントゲンおよびEquibaseシステ
ムによる解析を行った。18例中、1頭にインプラン
トの感染が生じ、インプラントの除去を行ったが
合併症により安楽殺処分を行った。また、18頭中2
頭に骨折部位の骨融解が生じ、ドレーンを装着し
て治療を行った。さらに、18頭中4頭に縫合部位の
感染が発生して術後外科処置を行った。フォロー
アップが可能であった17頭中3頭が競走馬として
復帰し、7頭が乗馬として利用された。また、種馬
として2頭が供されたが、2頭が競走引退後の所在
は不明であった。3頭は骨折とは別の原因により
安楽殺処分されていた。以上のことから、LCPは馬

の尺骨複骨折に対して有効であることが明らかと
なった。

3. 立位における腰仙部硬膜外内視鏡の検討
Shrauner et al. (USA, North Carolina Univ.)

　背腰部の疼痛は跛行や運動能力の低下を引き起
こすことから、診断治療法の改良が行われてきた。
背腰部の診断として、主に核シンチ、X線、超音波
が用いられている。人では脊柱管から連続する神
経根の圧迫がMRI診断により明らかにされてい
る。馬において背腰部の脊柱管内を診断すること
を目的に立位での腰仙部硬膜外内視鏡を検討し
た。立位枠場内保定下で、デトミジンにより鎮静処
置後、尾椎1と2番間の局所麻酔ならびに硬膜外へ
カテーテル（8, 10, 12）を挿入した。カテーテル内
に内視鏡（直径3.8 mm、長さ60 cm、120度）を挿入
して、硬膜外腔を観察した。術後3日間、NSAIDを
12時間おきに３日間投与した。腰仙部の硬膜外内
視鏡により神経根の明瞭な観察が可能であり、安
全に実施できることが明らかとなった。今後、臨床
例での応用を検討していきたい。

4. 近位指骨間関節におけるロッキングコンプ
レッションプレート関節固定

Stewart et al. (UAE, Dubai Equine Hospital)
　馬の第一指骨ならびに第二指骨の複骨折、脱臼、
変形性関節症では、Lag法やダイナミックコンプ
レッションプレート（DCP）による関節固定が選択
されてきた。2009年～2015年に近位指骨間関節
の脱臼などの理由によりロッキングコンプレッ
ションプレート（LCP）を用いて関節固定を行った
39例について報告する。術式は近位指骨間関節背
側をT字に皮膚切開後、靭帯をV字切開し関節を開
放した。関節軟骨に直径2.5 mmのドリル先を用い
てドリリング後、4.5 mm皮質スクリューを用いて
Lag法で固定後、LCPプレート（3穴）2本で関節間を
固定した。手術の平均時間は103分であり、第二指
骨骨折を伴っている症例の平均は148分であっ
た。術後キャストを装着した平均日数は24.8日（第
二指骨骨折：59日）であった。術後の合併症として
キャストによる皮膚の褥瘡が26％、感染症が7％、
インプレントの破損が3％、対側肢の異常が3％に

みられた。長期フォローアップが可能であった25
頭中、89％が競走に復帰した。今回、従来のDCPを
用いた報告である成功率82％（Heather, 2015年）
よりも成績の向上がみられ、LCPを用いた近位指
節間関節固定は有効であると考えられた。

5. 軟部組織外科症例の合併症
Ducharme et al. (USA, Cornell Univ.)

　喉頭蓋エントラップメント、披裂軟骨小角突起
の肉芽腫ならびに炎症を併発した症例（サラブ
レッド競走馬）に対して、立位鎮静下で喉頭蓋エン
トラップメントをレーザーによりカットし、肉芽
腫を超音波により除去した。５日後の気道の浮腫、
披裂軟骨小角突起の変形などの合併症が発生し、
８日後には気道狭窄が重度となった。全身麻酔下
で気道切開ならびに部分披裂軟骨切除術を実施し
た。２年後には披裂軟骨の変形は小康状態となり、
気道狭窄も改善した。治療費は総額約100万円で
あった。最終的には全身麻酔下での手術により完
治したが、立位鎮静下での手術には注意を要する
と考えられた。

6. 雌馬における低侵襲腹腔鏡手術に関する研究
Sasaki et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　近年、馬における卵巣摘出術は小さな傷と拡大
視・近接視効果を有する腹腔鏡視下でおこなわれ
ている。最近、より低侵襲な手術を目的として一か
所の小切開部位からのアプローチを可能とする単
孔式腹腔鏡手術が開発され、ヒトでは腹腔鏡下大
腸手術に適用されている。本研究では、従来の複孔
式（3ポート）と単孔式（1ポート）とで腹腔鏡視下
卵巣摘出術を実施し、その有用性について比較検
討した。本研究には健康なサラブレッド種の牝馬
を用いた。一頭の馬に対して左右いずれかの膁部
から、立位鎮静下で従来の3ポート（φ10mm, 
10mm, 10mm、オリンパス社）または1ポート

（SILSポート、5mm~12mm、Covidien社）での腹腔
鏡視下での卵巣摘出術を実施した。膁部を2%キシ
ロカインにて局所麻酔実施後、切皮してポートを
挿入した後に二酸化炭素ガスにて気腹をおこなっ
た。卵巣の切除には超音波振動メス、組織の把持に
はロティキュレーターエンドタイセクト

(Covidien社)を使用した。手術後は約一ヵ月の休養
期間を与え、無作為2ウェイククロスオーバーデ
ザインにて対側の膁部に対してもう一方の方法で
卵巣摘出術を実施した。1ポート手術ではクロス
法を用いることで各器具の干渉を軽減することが
可能であった。血管の止血にはプレ凝固法を用い
ることでより安全な止血が可能であった。切皮か
ら縫合に要した時間は、3ポート手術と1ポート手
術の間で有意差は認められなかった。一方、切皮の
長さおよびキシロカインの投与量は3ポート手術
と比較して、1ポート手術では有意に低値を示し
た。1ポート手術では、1ヶ所のみの小切開から
ポートを作製して、そのポートから腹腔鏡および
器具を挿入するためのトロカールを挿入すること
が可能である。また、3ポート手術では卵巣摘出時
に切開創を拡大することを必要としたのに対し、
1ポート手術ではその必要はなかった。本研究の
結果より、1ポートでの腹腔鏡手術は従来の3ポー
トでの腹腔鏡手術と比較してより低侵襲であるこ
とが明らかとなった。今後、馬の腹腔鏡視下手術に
おいて単孔式腹腔鏡手術の応用が期待された。

7． 蹄底潰瘍に対するゼラチンマイクロスフィア
含浸PRPの検討

Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ)
　牛の蹄底潰瘍は蹄底・蹄腫接合部の軸側よりの
真皮に出血と角質の欠損が生じて外表に開口部が
発生し、二次的感染により潰瘍を形成したもので、
重度の跛行ならびに泌乳量の減少を示すため、経
済的損失が大きい。治療には罹患部の圧迫を除く
削蹄および罹患してない内側蹄にブロックを固定
する方法が有用であるが、治療には時間がかかる
ため、新しい治療方法の開発が期待されている。近
年、組織再生効果を有する血小板を高濃度に濃縮
した多血小板血漿(Platelet rich plasma、以下PRP)
が様々な再生医療の分野において利用されてい
る。PRPはさまざまな成長因子が含まれており、徐
放剤のゼラチンマイクロスフィアに含浸させるこ

とで、生体内でTGF-β1などの成長因子を長期間
にわたり放出することが知られている。本研究で
は蹄底潰瘍に対する多血小板血漿(PRP)含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの蹄底角質再生効果を検討
した。蹄底潰瘍罹患牛(13頭)を対象に採血を行っ
て血小板数を測定した。測定した血小板数の約5
倍となるようにPRPを調整した。7頭に対し、潰瘍
部にPRP(1ml)含浸ゼラチンマイクロスフィア
(10mg)をアルギン酸ゲル(0.6ml)と混合して塗布
し(PRP群)、プラスチック製フィルムと自着性包帯
を装着した。コントロールとして6頭に対してア
ルギン酸を塗布し(コントロール群)、同様に処置
した。処置後1週間から3週間までに欠損割合

（％）、病変スコア(1－4)ならびに圧痛スコア(1－
4)を評価した。PRP群ではコントロール群と比較
して塗布後全週において欠損割合、病変スコア並
びに圧痛スコアが有意に低値を示し、病変部の良
化が認められた。PRP群はコントロール群と比較
して早期の蹄底再生が観察された。PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアから放出された成長因子が
欠損した蹄組織に作用することで蹄の再生が早
まったと考えられた。以上により、PRP含浸ゼラチ
ンマイクロスフィアは乳牛における蹄底潰瘍の再
生を促進することが明らかになった。

結語
　最近の他学術集会同様、ACVSにおいても多血漿
板血漿（PRP）や骨髄由来間葉系幹細胞を用いた再
生医療に関する研究発表ならびに教育講演が多数
見受けられた。獣医領域では臨床成績から再生医
療技術の効果を判定する疫学的解析方法が用いら
れているため、実際にどのような機序によって組
織再生が行われているのかといった基礎研究が十
分になされていない。今後、細胞治療技術と生体組
織工学技術の融合した再生医療分野の発展が期待
される。2016年度のACVSはアメリカ西海岸の
SEATTLEにおいて2015年10月5日から8日までの
シンポジウム開催が決定されている。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。

2015年ACVSでは、小動物と大動物合わせて68演題のポスター
発表が行われ、学会2日目にプレゼンテーションが行われた。

写真5　ポスター会場
外科手術器具、装置、書籍、サプリメント、薬品などの商品が展
示されていた。

写真6　企業展示会場
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アメリカ獣医外科学会（ACVS）の概要
　2015年アメリカ獣医外科学会（American 
college of veterinary surgeons, ACVS）は、2015年
10月21日から24日の4日間の日程でアメリカ合
衆国東部テネシー州の都市ナッシュビルで開催さ
れた。Gaylord Opryland Resort & Convention 
Center内13会場において、小動物関連6会場、馬関

連3会場、特別プログラム3会場、テクニシャン関
連1会場に分かれて開催された。外科関連のラボ
は16プログラムが開催され、Mark w. Allamによ
る再生医療に関する基調講演の後、教育講演なら
びに研究発表が行われた。コーネル大学のAlan J. 
Nixon、コロラド大学のDonald L. Piermattei、エジ
ンバラ大学のPadraic M. Dixonの３名に賞が贈呈

された。馬外科分野では、フロリダ大学のDavid E. 
F r eemanとペンシルバニア大学のDean  W .  
Richardsonによる基調講演が行われた。下記に注
目すべき演題ならびに当研究室の2演題につい
て、その概要を紹介する。

1. 馬の開腹手術における過去、現在ならびに未来
Freeman (USA, Florida Univ.)

　馬の開腹手術後の生存率は、1975年に27.1 ％
であったものが、1982年に82%(Freeman)まで改
善されてきた。これまでに、ドレインの改良、持続
点滴の改善、頸静脈炎の予防、術後イレウス予防、
術後胃逆流への処置などを講じてきた。腸管吻合
では２層内反縫合より１層内反縫合を推奨してき
た 。従 来 、空 盲 吻 合 術 で 用 い ら れ て き た
Parker‐Kerr縫合では２重に内反した空隙に感染
を生じやすいことから自動吻合器を用いた縫合に
変更している。フルニキシンメグルミンはメロキ
シカムより術後エンドトキセミアの予防に効果が
あった。2015年のECVS（ヨーロッパ獣医外科学
会）専門医の調査では、術後イレウスの予防や治療
に用いる薬剤としてリドカインが広く用いられて
いる（67％）。現在、リドカインの消化管運動促進
作用、血管鎮痛作用、抗炎症作用などのエビデンス
は否定されている。2008年のBlikslagerの研究成
績によれば、リドカインは消化管機能障害の進行
を減少させる効果を有するとされており、現時点
ではこのエビデンスレベルが高いと考えている。
今後の課題として、術後合併症の減少、術後胃逆流

の減少、術後の消化管運動賦活化のための薬物療
法などが挙げられた。

2. 尺骨の複骨折18症例に対するロッキングコン
プレッションプレートの検討
Jacobs, Richardson et al. (USA, Pennsylvania 
Univ.)
　馬の尺骨の複骨折はType 1～4に分かれ、これ
までDCP（ダイナミックコンプレッションプレー
ト）やワイヤーによる固定が行われてきた。2004
年から2014年までの尺骨複骨折18症例に対し、
ロッキングコンプレッション（LCP）を用いた固定
を実施し、長期間のフォローアップ評価を行った。
骨折部の切皮後、LCPと皮質骨スクリューにより
固定を行い、術野はPMMAとアミカシンとの混合
液を塗布した。麻酔からの覚醒はリカバリールー
ムで行った。術後１年目に電話でのオーナーへの
インタビュー、レントゲンおよびEquibaseシステ
ムによる解析を行った。18例中、1頭にインプラン
トの感染が生じ、インプラントの除去を行ったが
合併症により安楽殺処分を行った。また、18頭中2
頭に骨折部位の骨融解が生じ、ドレーンを装着し
て治療を行った。さらに、18頭中4頭に縫合部位の
感染が発生して術後外科処置を行った。フォロー
アップが可能であった17頭中3頭が競走馬として
復帰し、7頭が乗馬として利用された。また、種馬
として2頭が供されたが、2頭が競走引退後の所在
は不明であった。3頭は骨折とは別の原因により
安楽殺処分されていた。以上のことから、LCPは馬

の尺骨複骨折に対して有効であることが明らかと
なった。

3. 立位における腰仙部硬膜外内視鏡の検討
Shrauner et al. (USA, North Carolina Univ.)

　背腰部の疼痛は跛行や運動能力の低下を引き起
こすことから、診断治療法の改良が行われてきた。
背腰部の診断として、主に核シンチ、X線、超音波
が用いられている。人では脊柱管から連続する神
経根の圧迫がMRI診断により明らかにされてい
る。馬において背腰部の脊柱管内を診断すること
を目的に立位での腰仙部硬膜外内視鏡を検討し
た。立位枠場内保定下で、デトミジンにより鎮静処
置後、尾椎1と2番間の局所麻酔ならびに硬膜外へ
カテーテル（8, 10, 12）を挿入した。カテーテル内
に内視鏡（直径3.8 mm、長さ60 cm、120度）を挿入
して、硬膜外腔を観察した。術後3日間、NSAIDを
12時間おきに３日間投与した。腰仙部の硬膜外内
視鏡により神経根の明瞭な観察が可能であり、安
全に実施できることが明らかとなった。今後、臨床
例での応用を検討していきたい。

4. 近位指骨間関節におけるロッキングコンプ
レッションプレート関節固定

Stewart et al. (UAE, Dubai Equine Hospital)
　馬の第一指骨ならびに第二指骨の複骨折、脱臼、
変形性関節症では、Lag法やダイナミックコンプ
レッションプレート（DCP）による関節固定が選択
されてきた。2009年～2015年に近位指骨間関節
の脱臼などの理由によりロッキングコンプレッ
ションプレート（LCP）を用いて関節固定を行った
39例について報告する。術式は近位指骨間関節背
側をT字に皮膚切開後、靭帯をV字切開し関節を開
放した。関節軟骨に直径2.5 mmのドリル先を用い
てドリリング後、4.5 mm皮質スクリューを用いて
Lag法で固定後、LCPプレート（3穴）2本で関節間を
固定した。手術の平均時間は103分であり、第二指
骨骨折を伴っている症例の平均は148分であっ
た。術後キャストを装着した平均日数は24.8日（第
二指骨骨折：59日）であった。術後の合併症として
キャストによる皮膚の褥瘡が26％、感染症が7％、
インプレントの破損が3％、対側肢の異常が3％に

みられた。長期フォローアップが可能であった25
頭中、89％が競走に復帰した。今回、従来のDCPを
用いた報告である成功率82％（Heather, 2015年）
よりも成績の向上がみられ、LCPを用いた近位指
節間関節固定は有効であると考えられた。

5. 軟部組織外科症例の合併症
Ducharme et al. (USA, Cornell Univ.)

　喉頭蓋エントラップメント、披裂軟骨小角突起
の肉芽腫ならびに炎症を併発した症例（サラブ
レッド競走馬）に対して、立位鎮静下で喉頭蓋エン
トラップメントをレーザーによりカットし、肉芽
腫を超音波により除去した。５日後の気道の浮腫、
披裂軟骨小角突起の変形などの合併症が発生し、
８日後には気道狭窄が重度となった。全身麻酔下
で気道切開ならびに部分披裂軟骨切除術を実施し
た。２年後には披裂軟骨の変形は小康状態となり、
気道狭窄も改善した。治療費は総額約100万円で
あった。最終的には全身麻酔下での手術により完
治したが、立位鎮静下での手術には注意を要する
と考えられた。

6. 雌馬における低侵襲腹腔鏡手術に関する研究
Sasaki et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　近年、馬における卵巣摘出術は小さな傷と拡大
視・近接視効果を有する腹腔鏡視下でおこなわれ
ている。最近、より低侵襲な手術を目的として一か
所の小切開部位からのアプローチを可能とする単
孔式腹腔鏡手術が開発され、ヒトでは腹腔鏡下大
腸手術に適用されている。本研究では、従来の複孔
式（3ポート）と単孔式（1ポート）とで腹腔鏡視下
卵巣摘出術を実施し、その有用性について比較検
討した。本研究には健康なサラブレッド種の牝馬
を用いた。一頭の馬に対して左右いずれかの膁部
から、立位鎮静下で従来の3ポート（φ10mm, 
10mm, 10mm、オリンパス社）または1ポート

（SILSポート、5mm~12mm、Covidien社）での腹腔
鏡視下での卵巣摘出術を実施した。膁部を2%キシ
ロカインにて局所麻酔実施後、切皮してポートを
挿入した後に二酸化炭素ガスにて気腹をおこなっ
た。卵巣の切除には超音波振動メス、組織の把持に
はロティキュレーターエンドタイセクト

(Covidien社)を使用した。手術後は約一ヵ月の休養
期間を与え、無作為2ウェイククロスオーバーデ
ザインにて対側の膁部に対してもう一方の方法で
卵巣摘出術を実施した。1ポート手術ではクロス
法を用いることで各器具の干渉を軽減することが
可能であった。血管の止血にはプレ凝固法を用い
ることでより安全な止血が可能であった。切皮か
ら縫合に要した時間は、3ポート手術と1ポート手
術の間で有意差は認められなかった。一方、切皮の
長さおよびキシロカインの投与量は3ポート手術
と比較して、1ポート手術では有意に低値を示し
た。1ポート手術では、1ヶ所のみの小切開から
ポートを作製して、そのポートから腹腔鏡および
器具を挿入するためのトロカールを挿入すること
が可能である。また、3ポート手術では卵巣摘出時
に切開創を拡大することを必要としたのに対し、
1ポート手術ではその必要はなかった。本研究の
結果より、1ポートでの腹腔鏡手術は従来の3ポー
トでの腹腔鏡手術と比較してより低侵襲であるこ
とが明らかとなった。今後、馬の腹腔鏡視下手術に
おいて単孔式腹腔鏡手術の応用が期待された。

7． 蹄底潰瘍に対するゼラチンマイクロスフィア
含浸PRPの検討

Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ)
　牛の蹄底潰瘍は蹄底・蹄腫接合部の軸側よりの
真皮に出血と角質の欠損が生じて外表に開口部が
発生し、二次的感染により潰瘍を形成したもので、
重度の跛行ならびに泌乳量の減少を示すため、経
済的損失が大きい。治療には罹患部の圧迫を除く
削蹄および罹患してない内側蹄にブロックを固定
する方法が有用であるが、治療には時間がかかる
ため、新しい治療方法の開発が期待されている。近
年、組織再生効果を有する血小板を高濃度に濃縮
した多血小板血漿(Platelet rich plasma、以下PRP)
が様々な再生医療の分野において利用されてい
る。PRPはさまざまな成長因子が含まれており、徐
放剤のゼラチンマイクロスフィアに含浸させるこ

とで、生体内でTGF-β1などの成長因子を長期間
にわたり放出することが知られている。本研究で
は蹄底潰瘍に対する多血小板血漿(PRP)含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの蹄底角質再生効果を検討
した。蹄底潰瘍罹患牛(13頭)を対象に採血を行っ
て血小板数を測定した。測定した血小板数の約5
倍となるようにPRPを調整した。7頭に対し、潰瘍
部にPRP(1ml)含浸ゼラチンマイクロスフィア
(10mg)をアルギン酸ゲル(0.6ml)と混合して塗布
し(PRP群)、プラスチック製フィルムと自着性包帯
を装着した。コントロールとして6頭に対してア
ルギン酸を塗布し(コントロール群)、同様に処置
した。処置後1週間から3週間までに欠損割合

（％）、病変スコア(1－4)ならびに圧痛スコア(1－
4)を評価した。PRP群ではコントロール群と比較
して塗布後全週において欠損割合、病変スコア並
びに圧痛スコアが有意に低値を示し、病変部の良
化が認められた。PRP群はコントロール群と比較
して早期の蹄底再生が観察された。PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアから放出された成長因子が
欠損した蹄組織に作用することで蹄の再生が早
まったと考えられた。以上により、PRP含浸ゼラチ
ンマイクロスフィアは乳牛における蹄底潰瘍の再
生を促進することが明らかになった。

結語
　最近の他学術集会同様、ACVSにおいても多血漿
板血漿（PRP）や骨髄由来間葉系幹細胞を用いた再
生医療に関する研究発表ならびに教育講演が多数
見受けられた。獣医領域では臨床成績から再生医
療技術の効果を判定する疫学的解析方法が用いら
れているため、実際にどのような機序によって組
織再生が行われているのかといった基礎研究が十
分になされていない。今後、細胞治療技術と生体組
織工学技術の融合した再生医療分野の発展が期待
される。2016年度のACVSはアメリカ西海岸の
SEATTLEにおいて2015年10月5日から8日までの
シンポジウム開催が決定されている。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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アメリカ獣医外科学会（ACVS）の概要
　2015年アメリカ獣医外科学会（American 
college of veterinary surgeons, ACVS）は、2015年
10月21日から24日の4日間の日程でアメリカ合
衆国東部テネシー州の都市ナッシュビルで開催さ
れた。Gaylord Opryland Resort & Convention 
Center内13会場において、小動物関連6会場、馬関

連3会場、特別プログラム3会場、テクニシャン関
連1会場に分かれて開催された。外科関連のラボ
は16プログラムが開催され、Mark w. Allamによ
る再生医療に関する基調講演の後、教育講演なら
びに研究発表が行われた。コーネル大学のAlan J. 
Nixon、コロラド大学のDonald L. Piermattei、エジ
ンバラ大学のPadraic M. Dixonの３名に賞が贈呈

された。馬外科分野では、フロリダ大学のDavid E. 
F r eemanとペンシルバニア大学のDean  W .  
Richardsonによる基調講演が行われた。下記に注
目すべき演題ならびに当研究室の2演題につい
て、その概要を紹介する。

1. 馬の開腹手術における過去、現在ならびに未来
Freeman (USA, Florida Univ.)

　馬の開腹手術後の生存率は、1975年に27.1 ％
であったものが、1982年に82%(Freeman)まで改
善されてきた。これまでに、ドレインの改良、持続
点滴の改善、頸静脈炎の予防、術後イレウス予防、
術後胃逆流への処置などを講じてきた。腸管吻合
では２層内反縫合より１層内反縫合を推奨してき
た 。従 来 、空 盲 吻 合 術 で 用 い ら れ て き た
Parker‐Kerr縫合では２重に内反した空隙に感染
を生じやすいことから自動吻合器を用いた縫合に
変更している。フルニキシンメグルミンはメロキ
シカムより術後エンドトキセミアの予防に効果が
あった。2015年のECVS（ヨーロッパ獣医外科学
会）専門医の調査では、術後イレウスの予防や治療
に用いる薬剤としてリドカインが広く用いられて
いる（67％）。現在、リドカインの消化管運動促進
作用、血管鎮痛作用、抗炎症作用などのエビデンス
は否定されている。2008年のBlikslagerの研究成
績によれば、リドカインは消化管機能障害の進行
を減少させる効果を有するとされており、現時点
ではこのエビデンスレベルが高いと考えている。
今後の課題として、術後合併症の減少、術後胃逆流

の減少、術後の消化管運動賦活化のための薬物療
法などが挙げられた。

2. 尺骨の複骨折18症例に対するロッキングコン
プレッションプレートの検討
Jacobs, Richardson et al. (USA, Pennsylvania 
Univ.)
　馬の尺骨の複骨折はType 1～4に分かれ、これ
までDCP（ダイナミックコンプレッションプレー
ト）やワイヤーによる固定が行われてきた。2004
年から2014年までの尺骨複骨折18症例に対し、
ロッキングコンプレッション（LCP）を用いた固定
を実施し、長期間のフォローアップ評価を行った。
骨折部の切皮後、LCPと皮質骨スクリューにより
固定を行い、術野はPMMAとアミカシンとの混合
液を塗布した。麻酔からの覚醒はリカバリールー
ムで行った。術後１年目に電話でのオーナーへの
インタビュー、レントゲンおよびEquibaseシステ
ムによる解析を行った。18例中、1頭にインプラン
トの感染が生じ、インプラントの除去を行ったが
合併症により安楽殺処分を行った。また、18頭中2
頭に骨折部位の骨融解が生じ、ドレーンを装着し
て治療を行った。さらに、18頭中4頭に縫合部位の
感染が発生して術後外科処置を行った。フォロー
アップが可能であった17頭中3頭が競走馬として
復帰し、7頭が乗馬として利用された。また、種馬
として2頭が供されたが、2頭が競走引退後の所在
は不明であった。3頭は骨折とは別の原因により
安楽殺処分されていた。以上のことから、LCPは馬

の尺骨複骨折に対して有効であることが明らかと
なった。

3. 立位における腰仙部硬膜外内視鏡の検討
Shrauner et al. (USA, North Carolina Univ.)

　背腰部の疼痛は跛行や運動能力の低下を引き起
こすことから、診断治療法の改良が行われてきた。
背腰部の診断として、主に核シンチ、X線、超音波
が用いられている。人では脊柱管から連続する神
経根の圧迫がMRI診断により明らかにされてい
る。馬において背腰部の脊柱管内を診断すること
を目的に立位での腰仙部硬膜外内視鏡を検討し
た。立位枠場内保定下で、デトミジンにより鎮静処
置後、尾椎1と2番間の局所麻酔ならびに硬膜外へ
カテーテル（8, 10, 12）を挿入した。カテーテル内
に内視鏡（直径3.8 mm、長さ60 cm、120度）を挿入
して、硬膜外腔を観察した。術後3日間、NSAIDを
12時間おきに３日間投与した。腰仙部の硬膜外内
視鏡により神経根の明瞭な観察が可能であり、安
全に実施できることが明らかとなった。今後、臨床
例での応用を検討していきたい。

4. 近位指骨間関節におけるロッキングコンプ
レッションプレート関節固定

Stewart et al. (UAE, Dubai Equine Hospital)
　馬の第一指骨ならびに第二指骨の複骨折、脱臼、
変形性関節症では、Lag法やダイナミックコンプ
レッションプレート（DCP）による関節固定が選択
されてきた。2009年～2015年に近位指骨間関節
の脱臼などの理由によりロッキングコンプレッ
ションプレート（LCP）を用いて関節固定を行った
39例について報告する。術式は近位指骨間関節背
側をT字に皮膚切開後、靭帯をV字切開し関節を開
放した。関節軟骨に直径2.5 mmのドリル先を用い
てドリリング後、4.5 mm皮質スクリューを用いて
Lag法で固定後、LCPプレート（3穴）2本で関節間を
固定した。手術の平均時間は103分であり、第二指
骨骨折を伴っている症例の平均は148分であっ
た。術後キャストを装着した平均日数は24.8日（第
二指骨骨折：59日）であった。術後の合併症として
キャストによる皮膚の褥瘡が26％、感染症が7％、
インプレントの破損が3％、対側肢の異常が3％に

みられた。長期フォローアップが可能であった25
頭中、89％が競走に復帰した。今回、従来のDCPを
用いた報告である成功率82％（Heather, 2015年）
よりも成績の向上がみられ、LCPを用いた近位指
節間関節固定は有効であると考えられた。

5. 軟部組織外科症例の合併症
Ducharme et al. (USA, Cornell Univ.)

　喉頭蓋エントラップメント、披裂軟骨小角突起
の肉芽腫ならびに炎症を併発した症例（サラブ
レッド競走馬）に対して、立位鎮静下で喉頭蓋エン
トラップメントをレーザーによりカットし、肉芽
腫を超音波により除去した。５日後の気道の浮腫、
披裂軟骨小角突起の変形などの合併症が発生し、
８日後には気道狭窄が重度となった。全身麻酔下
で気道切開ならびに部分披裂軟骨切除術を実施し
た。２年後には披裂軟骨の変形は小康状態となり、
気道狭窄も改善した。治療費は総額約100万円で
あった。最終的には全身麻酔下での手術により完
治したが、立位鎮静下での手術には注意を要する
と考えられた。

6. 雌馬における低侵襲腹腔鏡手術に関する研究
Sasaki et al. （Japan, Obihiro Univ.）

　近年、馬における卵巣摘出術は小さな傷と拡大
視・近接視効果を有する腹腔鏡視下でおこなわれ
ている。最近、より低侵襲な手術を目的として一か
所の小切開部位からのアプローチを可能とする単
孔式腹腔鏡手術が開発され、ヒトでは腹腔鏡下大
腸手術に適用されている。本研究では、従来の複孔
式（3ポート）と単孔式（1ポート）とで腹腔鏡視下
卵巣摘出術を実施し、その有用性について比較検
討した。本研究には健康なサラブレッド種の牝馬
を用いた。一頭の馬に対して左右いずれかの膁部
から、立位鎮静下で従来の3ポート（φ10mm, 
10mm, 10mm、オリンパス社）または1ポート

（SILSポート、5mm~12mm、Covidien社）での腹腔
鏡視下での卵巣摘出術を実施した。膁部を2%キシ
ロカインにて局所麻酔実施後、切皮してポートを
挿入した後に二酸化炭素ガスにて気腹をおこなっ
た。卵巣の切除には超音波振動メス、組織の把持に
はロティキュレーターエンドタイセクト

(Covidien社)を使用した。手術後は約一ヵ月の休養
期間を与え、無作為2ウェイククロスオーバーデ
ザインにて対側の膁部に対してもう一方の方法で
卵巣摘出術を実施した。1ポート手術ではクロス
法を用いることで各器具の干渉を軽減することが
可能であった。血管の止血にはプレ凝固法を用い
ることでより安全な止血が可能であった。切皮か
ら縫合に要した時間は、3ポート手術と1ポート手
術の間で有意差は認められなかった。一方、切皮の
長さおよびキシロカインの投与量は3ポート手術
と比較して、1ポート手術では有意に低値を示し
た。1ポート手術では、1ヶ所のみの小切開から
ポートを作製して、そのポートから腹腔鏡および
器具を挿入するためのトロカールを挿入すること
が可能である。また、3ポート手術では卵巣摘出時
に切開創を拡大することを必要としたのに対し、
1ポート手術ではその必要はなかった。本研究の
結果より、1ポートでの腹腔鏡手術は従来の3ポー
トでの腹腔鏡手術と比較してより低侵襲であるこ
とが明らかとなった。今後、馬の腹腔鏡視下手術に
おいて単孔式腹腔鏡手術の応用が期待された。

7． 蹄底潰瘍に対するゼラチンマイクロスフィア
含浸PRPの検討

Sasaki et al. (Japan, Obihiro Univ)
　牛の蹄底潰瘍は蹄底・蹄腫接合部の軸側よりの
真皮に出血と角質の欠損が生じて外表に開口部が
発生し、二次的感染により潰瘍を形成したもので、
重度の跛行ならびに泌乳量の減少を示すため、経
済的損失が大きい。治療には罹患部の圧迫を除く
削蹄および罹患してない内側蹄にブロックを固定
する方法が有用であるが、治療には時間がかかる
ため、新しい治療方法の開発が期待されている。近
年、組織再生効果を有する血小板を高濃度に濃縮
した多血小板血漿(Platelet rich plasma、以下PRP)
が様々な再生医療の分野において利用されてい
る。PRPはさまざまな成長因子が含まれており、徐
放剤のゼラチンマイクロスフィアに含浸させるこ

とで、生体内でTGF-β1などの成長因子を長期間
にわたり放出することが知られている。本研究で
は蹄底潰瘍に対する多血小板血漿(PRP)含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの蹄底角質再生効果を検討
した。蹄底潰瘍罹患牛(13頭)を対象に採血を行っ
て血小板数を測定した。測定した血小板数の約5
倍となるようにPRPを調整した。7頭に対し、潰瘍
部にPRP(1ml)含浸ゼラチンマイクロスフィア
(10mg)をアルギン酸ゲル(0.6ml)と混合して塗布
し(PRP群)、プラスチック製フィルムと自着性包帯
を装着した。コントロールとして6頭に対してア
ルギン酸を塗布し(コントロール群)、同様に処置
した。処置後1週間から3週間までに欠損割合

（％）、病変スコア(1－4)ならびに圧痛スコア(1－
4)を評価した。PRP群ではコントロール群と比較
して塗布後全週において欠損割合、病変スコア並
びに圧痛スコアが有意に低値を示し、病変部の良
化が認められた。PRP群はコントロール群と比較
して早期の蹄底再生が観察された。PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアから放出された成長因子が
欠損した蹄組織に作用することで蹄の再生が早
まったと考えられた。以上により、PRP含浸ゼラチ
ンマイクロスフィアは乳牛における蹄底潰瘍の再
生を促進することが明らかになった。

結語
　最近の他学術集会同様、ACVSにおいても多血漿
板血漿（PRP）や骨髄由来間葉系幹細胞を用いた再
生医療に関する研究発表ならびに教育講演が多数
見受けられた。獣医領域では臨床成績から再生医
療技術の効果を判定する疫学的解析方法が用いら
れているため、実際にどのような機序によって組
織再生が行われているのかといった基礎研究が十
分になされていない。今後、細胞治療技術と生体組
織工学技術の融合した再生医療分野の発展が期待
される。2016年度のACVSはアメリカ西海岸の
SEATTLEにおいて2015年10月5日から8日までの
シンポジウム開催が決定されている。

はじめに
　中国には約634万頭の馬が飼育されており、世
界馬飼育頭数の約10.87％を占めている。1980年
代から中国政府の主導により、中国馬産業の近代
化を推し進めている。政治的背景により、馬の飼
育、防疫、生産、スポーツ、交配の知識と情報を急速
に吸収しようとする試みがなされている。その中

で、2015年10月13日～14日（2日間）の期間に中
国北京市内においてBe i j i ng  In t e rna t i ona l  
Conference on Equine Science（中国北京国際馬科
学技術大会）が開催され、招待講演を行ってきたの
で、その概要を報告する（Figure 1, 2, 3）。

中国北京国際馬科学技術大会
　中国北京国際馬科学技術大会は、中国国内、韓
国、日本などアジア以外にもオーストラリア、ドイ
ツ、アメリカ、イギリスなどから講師を招待し、国
際学会として開催していた。プレゼンテーション

は公用語として英語を用いて行われ、中国人向け
に同時通訳（英語－中国語）が準備されていた。主
に、馬の品種、交配、栄養、感染症、疾患に関する招
待講演が行われ、その開催費用は中国政府からの
支援により開催されている。今回は国際学会とし
て１回目の開催となり、今後アジアの馬産業科学
技術の中心的役割を担うべく体制を拡大していく
様子がうかがわれた(Figure 4)。

Tissue engineering for equine articular 
cartilage: 佐々木直樹
　多血小板血漿（PRP）は、トランスフォーミング
増殖因子（transforming growth factorβ-1、TGFβ
-1)やインシュリン様増殖因子(insulin-like growth 
factor‐1、IGF-1)などのさまざまな成長因子が含ま
れており、血小板の崩壊とともにその成長因子を
放出することが知られている。これらの成長因子
は間葉系幹細胞を活性化させ、軟骨への分化を促
進させることが報告されている。一方、成長因子は
その半減期が非常に短く、単体では臨床応用する
ことは困難であるとされている。ゼラチンハイド
ロゲルマイクロスフィアは、生体分解性のマイク
ロスフィアであり、因子などを徐放化させること
で、その半減期を延長させる。また、ゼラチンマイ
クロスフィアは直径数µmであり、場所を選ばず使
用できることから新しい材料として皮膚の損傷治
療や、癌治療など様々な応用法が検討されている。
さらに、骨髄腔内までドリリングを行うことで骨

髄中の幹細胞を関節内へと誘導し、PRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアを関節包内へ投与すること
により、持続的にゼラチン中PRP由来の成長因子
を徐放化することで幹細胞との相乗効果により、
軟骨再生に対する効果が期待される。そこで、サラ
ブレッド種馬に対し、関節鏡下にて第三手根骨軟
骨面にドリルを用いて軟骨欠損を作製した後、そ
の欠損部位より骨髄までの鏡視下ドリリング（骨
髄からのstem cellの誘導）ならびにPRP含浸ゼラ
チンマイクロスフィアの関節腔内投与を行った。
その結果、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアで
は欠損部深層にⅡ型コラーゲン陽性組織が観察さ
れ、軟骨表層においては未熟な軟骨細胞が観察さ
れた。軟骨深層においては成熟した軟骨細胞が観
察された。一方、生理食塩水含浸ゼラチンマイクロ
スフィア（コントロール）ではⅡ型コラーゲン陽性
組織は観察されず、軟骨表層では線維化された組
織が観察され、軟骨深層では未熟な軟骨細胞が観
察された。このことから、PRP含浸ゼラチンマイク
ロスフィア投与および鏡視下ドリリングは、硝子
軟骨を含有する関節軟骨の再生を促進することが
明らかとなった。
　大腿骨内側顆骨軟骨欠損に対する骨形成タンパ
ク質（BMP-2）、PRP含浸ゼラチンマイクロスフィ
ア（PRP/GM）、幹細胞ならびにß-リン酸三カルシ
ウム（ß-TCP）スポンジから構成される多層構造足
場材の骨軟骨再生への影響を検討したところ、軟
骨下骨のハンスフィールドユニット（CT値）にお
いて、投薬群は対照群と比較して有意に高値を示
した。また、投薬群では肉眼所見において欠損部表
面は白く滑らかであり、良好な軟骨再生が認めら
れた。さらに、組織所見でサフラニンO陽性かつ2
型コラーゲン陽性である硝子軟骨性の組織が広範
に確認された。ここで確認された良好な再生は
PRP/GMを上層に留めることで2層構造とし、関節
軟骨および軟骨下骨の再生に適した条件を同一の
スポンジ内に共存させることによる効果と考えら
れた。したがって、細胞と成長因子の併用に加え、
多層構造足場材を併用することは、骨軟骨再生に
対しても有効であることが示された。
　距骨外側滑車に離断性骨軟骨症を発症したサラ
ブレッド種成馬に対し、関節鏡下にて離断軟骨を

デブリッドメント後、骨髄由来間葉系幹細胞およ
びBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの上層に
PRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを滴下した多
層構造足場材を臨床応用した。これにより多層構
造足場材の上層は軟骨形成により適し、その下層
はより軟骨下骨形成に適した構造となる。術後１
６週間目に関節鏡およびCTにて評価したところ、
軟骨下骨部における骨形成と軟骨の良好な欠損修
復が認められた。また、バイオプシーによる採取材
料にはサフラニンO陽性かつ2型コラーゲン陽性
の軟骨組織が、コントロール群と比較して広範に
確認された。以上のことから、骨髄由来間葉系幹細
胞およびBMP-2含浸ゼラチンβ-TCPスポンジの
上層にPRP含浸ゼラチンマイクロスフィアを適用
することで、軟骨下骨修復の促進ならびに軟骨修
復の促進効果を有することが示され、今後離断性

骨軟膏症や骨嚢胞に対しての応用が期待された。

あとがき
　中国は馬術文化の長い歴史を持っている。1980
年代以降、中国の馬産業の衰退時期があったが、中
国の近代的な馬産業は急速な経済発展に後押しさ
れて拡大している。その中で、2015年9月22日、中
国馬業協会は香港ジョッキークラブと戦略的提携
を締結し、本格的に香港が長年蓄積してきた馬産
業のノウハウを学び、馬産業におけるインフラの
整備を加速させ、馬獣医療レベルの底上げを進め
ている。まさに今、日本がアジアにおいて自らの役
割を果たす時が来ていると思われた。今回、中国北
京国際科学技術大会における招待講演出席にあた
り、ご助力いただいた関係者に衷心より感謝申し
上げる。
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特 別 記 事

韓国済州大学獣医学部における馬臨床教育
ならびに韓国馬獣医師会の現状

帯広畜産大学　臨床獣医学研究部門　佐々木直樹・山田一孝

はじめに
　近年、韓国では競馬産業の国際化と馬生産の増
産を国策として取り組んでいる。特に、韓国の馬生
産地である済州島は、韓国在籍馬約３万頭のうち
80％が飼養されており、サラブレッド競走馬の他
にも在来馬の済州馬（体高約130cm）の生産が行
われている。韓国競馬会では、国際標準のサラブ
レッド競走に加え、済州馬競走、済州馬とサラブ
レッドの混合種の競馬を開催してきた。2016年よ
り混合種の競走を取りやめて、サラブレッドと済
州馬の２種競走を開催することが決定しており、
馬生産の調整が進められている。また、韓国では馬
産業を支える馬獣医学教育の改善にも取り組んで
おり、済州大学では新規に馬臨床施設を設置する
準備を進めている他、韓国競馬会と連携した馬臨
床獣医学教育向上へ向けた取り組みを始めてい
る。今回、済州島政府馬産業活性化事業として、済
州大学（Jeju National University）において馬臨床
獣医学に関する招待講演（Special  lecture of 

international equine experts）が開催され、佐々木
直樹ならびに山田一孝の２名で講演を行ったの
で、その概要を報告する（Figure１、２）。

Equine regenerative medicine（講演者：佐々木直樹）
　骨折はウマにとって致命的な損傷となり有る。
骨折治療のためには、長期間の骨折部位の固定が
必要であるものの、500kgに及ぶ体重を有するウ
マでは、その安定的な固定維持は難しい。効果的な
骨折治療のためには、早い骨再生と強力な固定法
が必要とされる。医学領域において、骨損傷に対し
て生体組織工学的手法を用いることで治癒促進を
図る方法が検討されている。生体組織工学は現在、
幹細胞、成長因子ならびに足場の3要素から成る
と考えられている。ロッキングコンプレッション
プレート（以下、LCP）は、最近開発されたプレート
であり、従来のプレートとは異なってスクリュー
がプレートに固定されるため、強力な固定力を持
つことが知られている。
　生体組織工学的手法ならびにLCPはウマの骨損
傷治療にも応用可能であると考えられる。しかし、

ウマに応用した研究は現段階では少なく、臨床応
用のための基礎的検討は十分であるといえる状況
ではない。そこで、本研究では、ウマの骨疾患に対
する生体組織工学的ならびにLCPの有効性を検討
した。
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
子血清の問題（倫理的、科学的、安全性）を解決する
ために、幹細胞の培養に対する、血小板溶解液とウ
シ胎子血清の作用について比較検討した。ウマの
胸骨から骨髄液を採取して、ウシ胎子血清あるい
は血小板溶解液を含む培養液中に混和し、10日間
培養を行った後、幹細胞数を測定し、幹細胞の特性

（ALP染色陽性、カルシウム沈着、mRNA発現）を分
析した。細胞数について、有意差は認められず、 特
性については同様の結果が認められた。このこと
から、血小板溶解液はウシ胎子血清に見られるよ
うな問題点がなく、ウマ間葉系幹細胞の培養に有
用であると考えられた。
　生理学的および力学的安定性のための足場とし
て最近注目されているゼラチンβ-リン酸3カルシ
ウムスポンジ（以下、スポンジ）内でウマ幹細胞の
増殖能を検討した。胸骨より採取した骨髄液を分
離・培養して単核細胞と様々な細胞濃度の幹細胞
を得た。これらを5x5x5 mmのスポンジに移植し
た。移植後CCK-8 testおよび組織学的検査により
幹細胞の増殖や分布を評価した。本実験により、ス
ポンジ内で馬幹細胞の増殖を確認することができ
た。また、5x5x5 mmのスポンジの幹細胞の最大収
容能力は約106個であり、安定的な増殖のために
は、約104個以上の幹細胞移植が必要だった。以上
の結果は、スポンジを臨床応用するうえで役立つ
ものと考えられた。
　ウマの骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2

（以下、BMP-2）含浸スポンジの骨再生効果を検討
した。ウマの第3中足骨に骨欠損を作製し、幹細胞
混合BMP-2 含浸スポンジを移植した。その結果、X
線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査におい
て、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジ群は他の群（ブ
ランク群、スポンジのみ群、幹細胞混合スポンジ
群、 BMP-2 含浸スポンジ群）と比較して優れた骨
再生が観察された。この結果により、幹細胞混合
BMP-2含浸スポンジの骨再生効果が認められた。

　ウマの骨軟骨欠損に対する幹細胞、軟骨細胞、多
血小板血漿ならびにBMP-2含浸スポンジの骨軟骨
再生効果を検討した。ウマの両足根下腿関節にお
ける距骨外側滑車に骨軟骨欠損を作製し、テスト
群には幹細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびに
BMP-2含浸スポンジを移植し、コントロール群に
は生理食塩水含浸スポンジのみを移植した。その
結果、X線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査
において、テスト群はコントロール群と比較して
優れた骨軟骨再生が観察された。このことから、幹
細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびにBMP-2含浸
スポンジはウマにおいて頻発する骨軟骨欠損を伴
う関節骨折の治療に有用であると考えられた。
　ウマの近位指節間関節固定術におけるLCPと従
来のDynamic compression plate(以下、DCP)の生
体力学的特性を比較検討した。実験には筋骨格系
疾患と関係なく安楽死となったウマの前肢を利用
した。片方の肢にはLCPを用いて固定を実施し、反
対側の肢にはDCPを用いて固定を実施した。プ
レートを装着設置後、肢を油圧式万能試験機に装
着後、3-ポイント背掌側曲げ試験を実施して降伏
荷重、破壊荷重、変位ならびに剛直性を測定した。
その結果、降伏荷重、破壊荷重ならびに剛直性にお
いてLCPはDCPに比較して有意な高値を示した（p 
< 0。05）。このことから、LCPは従来のDCPに比べ
てウマの骨折の治療に有用であると考えられた。
　LCPを用いた関節固定術に加え、関節内に幹細
胞混合BMP-2含浸スポンジを装填し、関節の安定
性ならびに早期骨癒合の効果を検討した。ウマの
両前肢近位指節間関節にLCPを用いた低侵襲法に
より関節固定術を実施し、一方の近位指節間関節
内には水平方向にドリルホールを１か所作製し
(テスト群) 、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジを移
植した。その結果、X線検査、CT検査ならびに病理
組織学的検査において、テスト群ではコントロー
ル群と比較して骨癒合像が早期に観察され、術後
16週目に良好な骨癒合像が認められた。この結果
は、LCPの強力な固定力と幹細胞混合BMP-2含浸
スポンジの骨再生促進効果のためと考えられた。 
以上のことから、ウマにおける生体組織工学の骨
および骨軟骨組織再生促進効果及びLCPの優れた
固定力が証明された。また、生体組織工学とLCPの

組み合わせは早期骨癒合を促進することが明らか
になった。今後、ウマの骨折治療における生体組織
工学およびLCPの臨床応用が期待された。

Equine diagnostic imaging（講演者：山田一孝）
　小動物におけるCT検査は、造影剤を使って胸腹
部の腫瘍性疾患の診断に利用されることが多い。
しかし、馬での利用にあたってはガントリーに入
る大きさの頭部または四肢に限定される。また、馬
に600mgI/2.0mL/kgの造影剤をボーラスで静脈
内投与することも現実的ではない。つまり、小動物
のCT検査とは求めるものが異なる。脊柱管の狭窄
の診断を目的にクモ膜下腔に造影剤を投与する場
合を除いて、通常は造影剤を使用しないため軟部
組織のコントラストを得ることは厳しい。しかし、
X線吸収率の高い骨の診断に優れる。馬のCT検査
の適応は、頭部腫瘤、ウォブラー症候群、骨折、骨軟
骨症である。
　CTは、生体の異なるX線吸収率から算出された
CT値（HU; Hounsfield unit）を画像の白黒の濃淡の
基準としている。CT値とは、水を0HU、真空を
-1000HUと定義して、組織のX線吸収率を相対的
に表現したもので、組織のCT値の違いを画像の白
黒の濃淡に反映させる。診断目的に応じて、画像の
白黒のグレースケールの幅を調節する。診断にあ
たっては、ウインドウの設定が重要であり、ウイン
ドウを間違うと重要な病変を見逃すことがある。
適切なウインドウで診断することも読影する獣医
師の技術である。
　また、CTの特筆すべき特徴として、画像処理ソ
フトウエアを利用することで、三次元像を容易に
作成することができる。これにより、立体的な観察
ができるため、理解が容易となる。そのためCTの
三次元像は、病態を関係者に説明する場合に便利
である。
【MRI】
　CTが骨の診断に優れるのに対し、MRIは腱、靱帯
の診断に優位である。撮影時間が長いため基本的
に全身麻酔が必要であるが、MRI室内は強力な磁
場を発生しており吸入麻酔器の持ち込みができな
い。全静脈麻酔を実施したところで、麻酔モニター
をいかに行うかという課題が残る。そのような状

況の中、立位のまま撮影できる馬専用のMRI装置
は、馬臨床に黒船到来であった。撮影部位は下肢部
に限定されているものの、 X線や超音波では情報
の得られにくい繋関節から遠位の軟部組織の情報
が得られるため、臨床での有用性は高い。帯広畜産
大学には、9月からMRIが稼働する予定であるが、
装置は人の医療や小動物で一般的に使用されてい
る装置である。そのため、馬を撮影する場合には全
身麻酔を実施しなければならない。大学では、一台
のMRI装置で小動物の検査も共用しなければなら
ない事情がある。今後、馬臨床では立位のMRIが主
流になると思われるが、立位では撮影できない部
位のMRIの有用性について、帯広から発信してい
きたい。
　X線の吸収率を画像化するCTでは画像の白黒が
逆転することはありえない。しかし、核磁気共鳴現
象を利用するMRIは撮像条件によって画像の白黒
が逆転することがある。異なる条件で撮像した画
像を比較し、読影するところがMRI読影の醍醐味
であり、逆に敷居の高いところでもある。
【骨シンチグラフィー】
　骨シンチグラフィーは、①歩様検査、身体検査、
診断麻酔で部位を特定されなかった症例に対し、
X線撮影の前に撮影部位を決定する場合、②X線撮
影が困難な部位に起因すると考えられる跛行の症
例、③X線撮影や超音波検査を行ったが異常がみ
つからなかった症例、に実施される。検査の位置付
けは、精密検査よりも病変を探すスクリーニング
検査に近い。また、骨シンチグラフィーによってX
線撮影を行う部位を絞り込み、無駄な撮影を減ら
すことで、結果として従事者に対する被曝を低減
する狙いもある。
　検査に使用されるRI（radioisotope）は、141 keV
のγ線を放出する99mTcで標識されたリン酸化
合物であり、骨芽細胞の活動が活発な部位に集積
する。そのため、疲労骨折のような微細な病変につ
いて検出感度に優れるが、骨反応をともなう炎症
部位にも集積するため特異度は劣る。日本では、調
製済みの注射液（99mTc-HMDP、日本メジフィジ
クス；99mTc-MDP、富士フイルムRIファーマ）と用
時調製のキットと標識するための90Mo-99mTc
ジェネレーター（日本メジフィジクスおよび富士

フイルムRIファーマ）が発売されている。99mTcの
物理学的半減期は6時間で、放射能は10半減期の
60時間で千分の一に、20半減期の120時間で百万
分の一に減衰する。
　放射能として1GBq/100kgの99mTcを投与後、
被検馬は放射線管理区域に指定された馬房で、骨
に集積し軟部組織から排出されるまで、3時間待
機する。撮影には馬専用にカスタマイズされたγ
カメラを使用する。一部位の撮影時間は1-2分で、
全身の骨格を約2時間かけて撮影した後に、放射
線管理区域の馬房に戻される。オーナーの被曝を
防ぐために、翌朝まで収容される。なお、日本のガ
イドラインでは、安全域を充分にとって退出基準
を48時間と定めている。
　骨シンチグラフィーが有用であった症例を示
す。身体検査で頚部の硬直感が認められ、骨シンチ
グラフィーでは第6-7頸椎間にRIの高い集積を認
めた。この部位を据置型X線装置で撮影し、第6-7

頸椎間の椎間板脊椎炎と診断された。

韓国馬獣医師会設立の動向について
　韓国競馬会（KRA）は、韓国内に４箇所（ソウル、
プサン、ヨムチャン、チェジュ島）に競馬場を設置
しており、KRA所属馬は約4,000頭である。KRAは
2004年にIFHA（国際競馬統括機関連盟）からパー
トIII国として承認され、2016年に競馬の国際水準
へのステップとなるパートII国入りを目指してい
る（JRAはパートI国）。馬生産は主にチェジュ島で
行っており（Figure ３）、済州島には島北部にある
競馬場１カ所と島東側に位置する生産牧場１カ所
が設置されており、KRA獣医師職員約35名のうち
４名が競馬場で二次診療を担当している（Figure 
４、５）。その他、済州島では開業獣医師11名が一
次診療を担当しているが、馬頭数の増加のために
島西側の馬生産牧場の診療体制が十分でないこと
から済州大学に設置する馬診療施設の活用が期待

されている。2015年にKRAのメンバーを中心とし
て韓国馬獣医師会が設立され、現在50名ほどで組
織されている。2014年にJRA馬事公苑にて開催さ
れたScott Morrison先生による「接着装蹄に関する
講習会」には韓国から十数名の獣医師が参加して、
意見交換を交わすことができた。今後、日本や韓国
を含めたアジア圏の馬臨床獣医師が意見交換の場
として日本ウマ科学会臨床委員会の企画に同時に
参加していくことで、アジア圏の馬臨床獣医師の
交流連携の発展につながるほか、豊富な知識と高
度な技術をもった馬臨床獣医師として欧米に認知
される礎となることが望まれる。

済州大学臨床獣医学教育について
　済州大学は済州島北部の空港から20分ほどの
高台に位置しており、大学からの海と漢拏山（ハル
ラ山）の眺望には圧倒される。大学は総合大学とし
て医学部、法学部、獣医学部を組織しており、約
10,000名の学生が在籍している。獣医学部は６年
制を採用しており、１学年約40名（６学年約240
名）に対して教員23名で教育が行われている。卒
業後は小動物臨床、大動物臨床、公衆衛生に進む学
生が多く、修士課程（２～３年）ならびに博士課程

（３～４年）に進学する学生は少数である。これま
で、繁殖学教授と内科学教授の２名が主に馬臨床
獣医学教育を担ってきたが、平成27年４月に２名

（馬外科：Seo Jong pil先生、麻酔；Im Hyung Ho先
生）が着任され、済州島政府の進める馬産業推進事

業とともに国際水準の獣医学教育のための準備を
進めている。Seo先生は、日本で学んだ知識と経験
を生かし、KRA所属獣医師とのカンファレンスを
開催しており、自分の役割を果たしていきたいと
抱負を語ってくれた。今後、済州大学は韓国の馬産
地として立地的優位性をもとに世界へ向けた研
究、臨床、教育を実施していくことで、さらなる発
展が期待される。

あとがき
　グローバル化に向けた獣医学教育の改善を目的
として、韓国ソウル大学獣医学部ではアメリカ獣
医師協会（AVMA）の認証に向けた準備を行ってい
る。AVMA認証に不足している産業動物臨床（馬、
牛など）を行うため、ソウル市北部に全国獣医学共
同施設を設置し、学部教育ならびに卒後教育を開
始している。一方、韓国最大の馬産地に位置する済
州大学では馬臨床教育施設設置に向けた準備が進
められており、今後韓国の馬獣医学教育の質がさ
らに向上することが予想される。ソウル大学の李
先生はAVMA認証作業を行う過程で「AVMA取得
は最終目標ではなく、その継続が重要である」と、
教育の本質にふれられていた。今後、日本において
も韓国同様に、馬産業の発展ととともに、将来馬の
福祉に携わる獣医師の馬臨床教育を充実させるこ
とは重要と思われた。今回、済州大学における招待
講演開催にあたり尽力された済州島政府ならびに
済州大学の関係者に衷心より感謝申し上げる。

Figure １　韓国済州大学研究棟 Figure ２　済州大学馬臨床獣医学招待講演
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はじめに
　近年、韓国では競馬産業の国際化と馬生産の増
産を国策として取り組んでいる。特に、韓国の馬生
産地である済州島は、韓国在籍馬約３万頭のうち
80％が飼養されており、サラブレッド競走馬の他
にも在来馬の済州馬（体高約130cm）の生産が行
われている。韓国競馬会では、国際標準のサラブ
レッド競走に加え、済州馬競走、済州馬とサラブ
レッドの混合種の競馬を開催してきた。2016年よ
り混合種の競走を取りやめて、サラブレッドと済
州馬の２種競走を開催することが決定しており、
馬生産の調整が進められている。また、韓国では馬
産業を支える馬獣医学教育の改善にも取り組んで
おり、済州大学では新規に馬臨床施設を設置する
準備を進めている他、韓国競馬会と連携した馬臨
床獣医学教育向上へ向けた取り組みを始めてい
る。今回、済州島政府馬産業活性化事業として、済
州大学（Jeju National University）において馬臨床
獣医学に関する招待講演（Special  lecture of 

international equine experts）が開催され、佐々木
直樹ならびに山田一孝の２名で講演を行ったの
で、その概要を報告する（Figure１、２）。

Equine regenerative medicine（講演者：佐々木直樹）
　骨折はウマにとって致命的な損傷となり有る。
骨折治療のためには、長期間の骨折部位の固定が
必要であるものの、500kgに及ぶ体重を有するウ
マでは、その安定的な固定維持は難しい。効果的な
骨折治療のためには、早い骨再生と強力な固定法
が必要とされる。医学領域において、骨損傷に対し
て生体組織工学的手法を用いることで治癒促進を
図る方法が検討されている。生体組織工学は現在、
幹細胞、成長因子ならびに足場の3要素から成る
と考えられている。ロッキングコンプレッション
プレート（以下、LCP）は、最近開発されたプレート
であり、従来のプレートとは異なってスクリュー
がプレートに固定されるため、強力な固定力を持
つことが知られている。
　生体組織工学的手法ならびにLCPはウマの骨損
傷治療にも応用可能であると考えられる。しかし、

ウマに応用した研究は現段階では少なく、臨床応
用のための基礎的検討は十分であるといえる状況
ではない。そこで、本研究では、ウマの骨疾患に対
する生体組織工学的ならびにLCPの有効性を検討
した。
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
子血清の問題（倫理的、科学的、安全性）を解決する
ために、幹細胞の培養に対する、血小板溶解液とウ
シ胎子血清の作用について比較検討した。ウマの
胸骨から骨髄液を採取して、ウシ胎子血清あるい
は血小板溶解液を含む培養液中に混和し、10日間
培養を行った後、幹細胞数を測定し、幹細胞の特性

（ALP染色陽性、カルシウム沈着、mRNA発現）を分
析した。細胞数について、有意差は認められず、 特
性については同様の結果が認められた。このこと
から、血小板溶解液はウシ胎子血清に見られるよ
うな問題点がなく、ウマ間葉系幹細胞の培養に有
用であると考えられた。
　生理学的および力学的安定性のための足場とし
て最近注目されているゼラチンβ-リン酸3カルシ
ウムスポンジ（以下、スポンジ）内でウマ幹細胞の
増殖能を検討した。胸骨より採取した骨髄液を分
離・培養して単核細胞と様々な細胞濃度の幹細胞
を得た。これらを5x5x5 mmのスポンジに移植し
た。移植後CCK-8 testおよび組織学的検査により
幹細胞の増殖や分布を評価した。本実験により、ス
ポンジ内で馬幹細胞の増殖を確認することができ
た。また、5x5x5 mmのスポンジの幹細胞の最大収
容能力は約106個であり、安定的な増殖のために
は、約104個以上の幹細胞移植が必要だった。以上
の結果は、スポンジを臨床応用するうえで役立つ
ものと考えられた。
　ウマの骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2

（以下、BMP-2）含浸スポンジの骨再生効果を検討
した。ウマの第3中足骨に骨欠損を作製し、幹細胞
混合BMP-2 含浸スポンジを移植した。その結果、X
線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査におい
て、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジ群は他の群（ブ
ランク群、スポンジのみ群、幹細胞混合スポンジ
群、 BMP-2 含浸スポンジ群）と比較して優れた骨
再生が観察された。この結果により、幹細胞混合
BMP-2含浸スポンジの骨再生効果が認められた。

　ウマの骨軟骨欠損に対する幹細胞、軟骨細胞、多
血小板血漿ならびにBMP-2含浸スポンジの骨軟骨
再生効果を検討した。ウマの両足根下腿関節にお
ける距骨外側滑車に骨軟骨欠損を作製し、テスト
群には幹細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびに
BMP-2含浸スポンジを移植し、コントロール群に
は生理食塩水含浸スポンジのみを移植した。その
結果、X線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査
において、テスト群はコントロール群と比較して
優れた骨軟骨再生が観察された。このことから、幹
細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびにBMP-2含浸
スポンジはウマにおいて頻発する骨軟骨欠損を伴
う関節骨折の治療に有用であると考えられた。
　ウマの近位指節間関節固定術におけるLCPと従
来のDynamic compression plate(以下、DCP)の生
体力学的特性を比較検討した。実験には筋骨格系
疾患と関係なく安楽死となったウマの前肢を利用
した。片方の肢にはLCPを用いて固定を実施し、反
対側の肢にはDCPを用いて固定を実施した。プ
レートを装着設置後、肢を油圧式万能試験機に装
着後、3-ポイント背掌側曲げ試験を実施して降伏
荷重、破壊荷重、変位ならびに剛直性を測定した。
その結果、降伏荷重、破壊荷重ならびに剛直性にお
いてLCPはDCPに比較して有意な高値を示した（p 
< 0。05）。このことから、LCPは従来のDCPに比べ
てウマの骨折の治療に有用であると考えられた。
　LCPを用いた関節固定術に加え、関節内に幹細
胞混合BMP-2含浸スポンジを装填し、関節の安定
性ならびに早期骨癒合の効果を検討した。ウマの
両前肢近位指節間関節にLCPを用いた低侵襲法に
より関節固定術を実施し、一方の近位指節間関節
内には水平方向にドリルホールを１か所作製し
(テスト群) 、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジを移
植した。その結果、X線検査、CT検査ならびに病理
組織学的検査において、テスト群ではコントロー
ル群と比較して骨癒合像が早期に観察され、術後
16週目に良好な骨癒合像が認められた。この結果
は、LCPの強力な固定力と幹細胞混合BMP-2含浸
スポンジの骨再生促進効果のためと考えられた。 
以上のことから、ウマにおける生体組織工学の骨
および骨軟骨組織再生促進効果及びLCPの優れた
固定力が証明された。また、生体組織工学とLCPの

組み合わせは早期骨癒合を促進することが明らか
になった。今後、ウマの骨折治療における生体組織
工学およびLCPの臨床応用が期待された。

Equine diagnostic imaging（講演者：山田一孝）
　小動物におけるCT検査は、造影剤を使って胸腹
部の腫瘍性疾患の診断に利用されることが多い。
しかし、馬での利用にあたってはガントリーに入
る大きさの頭部または四肢に限定される。また、馬
に600mgI/2.0mL/kgの造影剤をボーラスで静脈
内投与することも現実的ではない。つまり、小動物
のCT検査とは求めるものが異なる。脊柱管の狭窄
の診断を目的にクモ膜下腔に造影剤を投与する場
合を除いて、通常は造影剤を使用しないため軟部
組織のコントラストを得ることは厳しい。しかし、
X線吸収率の高い骨の診断に優れる。馬のCT検査
の適応は、頭部腫瘤、ウォブラー症候群、骨折、骨軟
骨症である。
　CTは、生体の異なるX線吸収率から算出された
CT値（HU; Hounsfield unit）を画像の白黒の濃淡の
基準としている。CT値とは、水を0HU、真空を
-1000HUと定義して、組織のX線吸収率を相対的
に表現したもので、組織のCT値の違いを画像の白
黒の濃淡に反映させる。診断目的に応じて、画像の
白黒のグレースケールの幅を調節する。診断にあ
たっては、ウインドウの設定が重要であり、ウイン
ドウを間違うと重要な病変を見逃すことがある。
適切なウインドウで診断することも読影する獣医
師の技術である。
　また、CTの特筆すべき特徴として、画像処理ソ
フトウエアを利用することで、三次元像を容易に
作成することができる。これにより、立体的な観察
ができるため、理解が容易となる。そのためCTの
三次元像は、病態を関係者に説明する場合に便利
である。
【MRI】
　CTが骨の診断に優れるのに対し、MRIは腱、靱帯
の診断に優位である。撮影時間が長いため基本的
に全身麻酔が必要であるが、MRI室内は強力な磁
場を発生しており吸入麻酔器の持ち込みができな
い。全静脈麻酔を実施したところで、麻酔モニター
をいかに行うかという課題が残る。そのような状

況の中、立位のまま撮影できる馬専用のMRI装置
は、馬臨床に黒船到来であった。撮影部位は下肢部
に限定されているものの、 X線や超音波では情報
の得られにくい繋関節から遠位の軟部組織の情報
が得られるため、臨床での有用性は高い。帯広畜産
大学には、9月からMRIが稼働する予定であるが、
装置は人の医療や小動物で一般的に使用されてい
る装置である。そのため、馬を撮影する場合には全
身麻酔を実施しなければならない。大学では、一台
のMRI装置で小動物の検査も共用しなければなら
ない事情がある。今後、馬臨床では立位のMRIが主
流になると思われるが、立位では撮影できない部
位のMRIの有用性について、帯広から発信してい
きたい。
　X線の吸収率を画像化するCTでは画像の白黒が
逆転することはありえない。しかし、核磁気共鳴現
象を利用するMRIは撮像条件によって画像の白黒
が逆転することがある。異なる条件で撮像した画
像を比較し、読影するところがMRI読影の醍醐味
であり、逆に敷居の高いところでもある。
【骨シンチグラフィー】
　骨シンチグラフィーは、①歩様検査、身体検査、
診断麻酔で部位を特定されなかった症例に対し、
X線撮影の前に撮影部位を決定する場合、②X線撮
影が困難な部位に起因すると考えられる跛行の症
例、③X線撮影や超音波検査を行ったが異常がみ
つからなかった症例、に実施される。検査の位置付
けは、精密検査よりも病変を探すスクリーニング
検査に近い。また、骨シンチグラフィーによってX
線撮影を行う部位を絞り込み、無駄な撮影を減ら
すことで、結果として従事者に対する被曝を低減
する狙いもある。
　検査に使用されるRI（radioisotope）は、141 keV
のγ線を放出する99mTcで標識されたリン酸化
合物であり、骨芽細胞の活動が活発な部位に集積
する。そのため、疲労骨折のような微細な病変につ
いて検出感度に優れるが、骨反応をともなう炎症
部位にも集積するため特異度は劣る。日本では、調
製済みの注射液（99mTc-HMDP、日本メジフィジ
クス；99mTc-MDP、富士フイルムRIファーマ）と用
時調製のキットと標識するための90Mo-99mTc
ジェネレーター（日本メジフィジクスおよび富士

フイルムRIファーマ）が発売されている。99mTcの
物理学的半減期は6時間で、放射能は10半減期の
60時間で千分の一に、20半減期の120時間で百万
分の一に減衰する。
　放射能として1GBq/100kgの99mTcを投与後、
被検馬は放射線管理区域に指定された馬房で、骨
に集積し軟部組織から排出されるまで、3時間待
機する。撮影には馬専用にカスタマイズされたγ
カメラを使用する。一部位の撮影時間は1-2分で、
全身の骨格を約2時間かけて撮影した後に、放射
線管理区域の馬房に戻される。オーナーの被曝を
防ぐために、翌朝まで収容される。なお、日本のガ
イドラインでは、安全域を充分にとって退出基準
を48時間と定めている。
　骨シンチグラフィーが有用であった症例を示
す。身体検査で頚部の硬直感が認められ、骨シンチ
グラフィーでは第6-7頸椎間にRIの高い集積を認
めた。この部位を据置型X線装置で撮影し、第6-7

頸椎間の椎間板脊椎炎と診断された。

韓国馬獣医師会設立の動向について
　韓国競馬会（KRA）は、韓国内に４箇所（ソウル、
プサン、ヨムチャン、チェジュ島）に競馬場を設置
しており、KRA所属馬は約4,000頭である。KRAは
2004年にIFHA（国際競馬統括機関連盟）からパー
トIII国として承認され、2016年に競馬の国際水準
へのステップとなるパートII国入りを目指してい
る（JRAはパートI国）。馬生産は主にチェジュ島で
行っており（Figure ３）、済州島には島北部にある
競馬場１カ所と島東側に位置する生産牧場１カ所
が設置されており、KRA獣医師職員約35名のうち
４名が競馬場で二次診療を担当している（Figure 
４、５）。その他、済州島では開業獣医師11名が一
次診療を担当しているが、馬頭数の増加のために
島西側の馬生産牧場の診療体制が十分でないこと
から済州大学に設置する馬診療施設の活用が期待

されている。2015年にKRAのメンバーを中心とし
て韓国馬獣医師会が設立され、現在50名ほどで組
織されている。2014年にJRA馬事公苑にて開催さ
れたScott Morrison先生による「接着装蹄に関する
講習会」には韓国から十数名の獣医師が参加して、
意見交換を交わすことができた。今後、日本や韓国
を含めたアジア圏の馬臨床獣医師が意見交換の場
として日本ウマ科学会臨床委員会の企画に同時に
参加していくことで、アジア圏の馬臨床獣医師の
交流連携の発展につながるほか、豊富な知識と高
度な技術をもった馬臨床獣医師として欧米に認知
される礎となることが望まれる。

済州大学臨床獣医学教育について
　済州大学は済州島北部の空港から20分ほどの
高台に位置しており、大学からの海と漢拏山（ハル
ラ山）の眺望には圧倒される。大学は総合大学とし
て医学部、法学部、獣医学部を組織しており、約
10,000名の学生が在籍している。獣医学部は６年
制を採用しており、１学年約40名（６学年約240
名）に対して教員23名で教育が行われている。卒
業後は小動物臨床、大動物臨床、公衆衛生に進む学
生が多く、修士課程（２～３年）ならびに博士課程

（３～４年）に進学する学生は少数である。これま
で、繁殖学教授と内科学教授の２名が主に馬臨床
獣医学教育を担ってきたが、平成27年４月に２名

（馬外科：Seo Jong pil先生、麻酔；Im Hyung Ho先
生）が着任され、済州島政府の進める馬産業推進事

業とともに国際水準の獣医学教育のための準備を
進めている。Seo先生は、日本で学んだ知識と経験
を生かし、KRA所属獣医師とのカンファレンスを
開催しており、自分の役割を果たしていきたいと
抱負を語ってくれた。今後、済州大学は韓国の馬産
地として立地的優位性をもとに世界へ向けた研
究、臨床、教育を実施していくことで、さらなる発
展が期待される。

あとがき
　グローバル化に向けた獣医学教育の改善を目的
として、韓国ソウル大学獣医学部ではアメリカ獣
医師協会（AVMA）の認証に向けた準備を行ってい
る。AVMA認証に不足している産業動物臨床（馬、
牛など）を行うため、ソウル市北部に全国獣医学共
同施設を設置し、学部教育ならびに卒後教育を開
始している。一方、韓国最大の馬産地に位置する済
州大学では馬臨床教育施設設置に向けた準備が進
められており、今後韓国の馬獣医学教育の質がさ
らに向上することが予想される。ソウル大学の李
先生はAVMA認証作業を行う過程で「AVMA取得
は最終目標ではなく、その継続が重要である」と、
教育の本質にふれられていた。今後、日本において
も韓国同様に、馬産業の発展ととともに、将来馬の
福祉に携わる獣医師の馬臨床教育を充実させるこ
とは重要と思われた。今回、済州大学における招待
講演開催にあたり尽力された済州島政府ならびに
済州大学の関係者に衷心より感謝申し上げる。
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はじめに
　近年、韓国では競馬産業の国際化と馬生産の増
産を国策として取り組んでいる。特に、韓国の馬生
産地である済州島は、韓国在籍馬約３万頭のうち
80％が飼養されており、サラブレッド競走馬の他
にも在来馬の済州馬（体高約130cm）の生産が行
われている。韓国競馬会では、国際標準のサラブ
レッド競走に加え、済州馬競走、済州馬とサラブ
レッドの混合種の競馬を開催してきた。2016年よ
り混合種の競走を取りやめて、サラブレッドと済
州馬の２種競走を開催することが決定しており、
馬生産の調整が進められている。また、韓国では馬
産業を支える馬獣医学教育の改善にも取り組んで
おり、済州大学では新規に馬臨床施設を設置する
準備を進めている他、韓国競馬会と連携した馬臨
床獣医学教育向上へ向けた取り組みを始めてい
る。今回、済州島政府馬産業活性化事業として、済
州大学（Jeju National University）において馬臨床
獣医学に関する招待講演（Special  lecture of 

international equine experts）が開催され、佐々木
直樹ならびに山田一孝の２名で講演を行ったの
で、その概要を報告する（Figure１、２）。

Equine regenerative medicine（講演者：佐々木直樹）
　骨折はウマにとって致命的な損傷となり有る。
骨折治療のためには、長期間の骨折部位の固定が
必要であるものの、500kgに及ぶ体重を有するウ
マでは、その安定的な固定維持は難しい。効果的な
骨折治療のためには、早い骨再生と強力な固定法
が必要とされる。医学領域において、骨損傷に対し
て生体組織工学的手法を用いることで治癒促進を
図る方法が検討されている。生体組織工学は現在、
幹細胞、成長因子ならびに足場の3要素から成る
と考えられている。ロッキングコンプレッション
プレート（以下、LCP）は、最近開発されたプレート
であり、従来のプレートとは異なってスクリュー
がプレートに固定されるため、強力な固定力を持
つことが知られている。
　生体組織工学的手法ならびにLCPはウマの骨損
傷治療にも応用可能であると考えられる。しかし、

ウマに応用した研究は現段階では少なく、臨床応
用のための基礎的検討は十分であるといえる状況
ではない。そこで、本研究では、ウマの骨疾患に対
する生体組織工学的ならびにLCPの有効性を検討
した。
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
子血清の問題（倫理的、科学的、安全性）を解決する
ために、幹細胞の培養に対する、血小板溶解液とウ
シ胎子血清の作用について比較検討した。ウマの
胸骨から骨髄液を採取して、ウシ胎子血清あるい
は血小板溶解液を含む培養液中に混和し、10日間
培養を行った後、幹細胞数を測定し、幹細胞の特性

（ALP染色陽性、カルシウム沈着、mRNA発現）を分
析した。細胞数について、有意差は認められず、 特
性については同様の結果が認められた。このこと
から、血小板溶解液はウシ胎子血清に見られるよ
うな問題点がなく、ウマ間葉系幹細胞の培養に有
用であると考えられた。
　生理学的および力学的安定性のための足場とし
て最近注目されているゼラチンβ-リン酸3カルシ
ウムスポンジ（以下、スポンジ）内でウマ幹細胞の
増殖能を検討した。胸骨より採取した骨髄液を分
離・培養して単核細胞と様々な細胞濃度の幹細胞
を得た。これらを5x5x5 mmのスポンジに移植し
た。移植後CCK-8 testおよび組織学的検査により
幹細胞の増殖や分布を評価した。本実験により、ス
ポンジ内で馬幹細胞の増殖を確認することができ
た。また、5x5x5 mmのスポンジの幹細胞の最大収
容能力は約106個であり、安定的な増殖のために
は、約104個以上の幹細胞移植が必要だった。以上
の結果は、スポンジを臨床応用するうえで役立つ
ものと考えられた。
　ウマの骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2

（以下、BMP-2）含浸スポンジの骨再生効果を検討
した。ウマの第3中足骨に骨欠損を作製し、幹細胞
混合BMP-2 含浸スポンジを移植した。その結果、X
線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査におい
て、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジ群は他の群（ブ
ランク群、スポンジのみ群、幹細胞混合スポンジ
群、 BMP-2 含浸スポンジ群）と比較して優れた骨
再生が観察された。この結果により、幹細胞混合
BMP-2含浸スポンジの骨再生効果が認められた。

　ウマの骨軟骨欠損に対する幹細胞、軟骨細胞、多
血小板血漿ならびにBMP-2含浸スポンジの骨軟骨
再生効果を検討した。ウマの両足根下腿関節にお
ける距骨外側滑車に骨軟骨欠損を作製し、テスト
群には幹細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびに
BMP-2含浸スポンジを移植し、コントロール群に
は生理食塩水含浸スポンジのみを移植した。その
結果、X線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査
において、テスト群はコントロール群と比較して
優れた骨軟骨再生が観察された。このことから、幹
細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびにBMP-2含浸
スポンジはウマにおいて頻発する骨軟骨欠損を伴
う関節骨折の治療に有用であると考えられた。
　ウマの近位指節間関節固定術におけるLCPと従
来のDynamic compression plate(以下、DCP)の生
体力学的特性を比較検討した。実験には筋骨格系
疾患と関係なく安楽死となったウマの前肢を利用
した。片方の肢にはLCPを用いて固定を実施し、反
対側の肢にはDCPを用いて固定を実施した。プ
レートを装着設置後、肢を油圧式万能試験機に装
着後、3-ポイント背掌側曲げ試験を実施して降伏
荷重、破壊荷重、変位ならびに剛直性を測定した。
その結果、降伏荷重、破壊荷重ならびに剛直性にお
いてLCPはDCPに比較して有意な高値を示した（p 
< 0。05）。このことから、LCPは従来のDCPに比べ
てウマの骨折の治療に有用であると考えられた。
　LCPを用いた関節固定術に加え、関節内に幹細
胞混合BMP-2含浸スポンジを装填し、関節の安定
性ならびに早期骨癒合の効果を検討した。ウマの
両前肢近位指節間関節にLCPを用いた低侵襲法に
より関節固定術を実施し、一方の近位指節間関節
内には水平方向にドリルホールを１か所作製し
(テスト群) 、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジを移
植した。その結果、X線検査、CT検査ならびに病理
組織学的検査において、テスト群ではコントロー
ル群と比較して骨癒合像が早期に観察され、術後
16週目に良好な骨癒合像が認められた。この結果
は、LCPの強力な固定力と幹細胞混合BMP-2含浸
スポンジの骨再生促進効果のためと考えられた。 
以上のことから、ウマにおける生体組織工学の骨
および骨軟骨組織再生促進効果及びLCPの優れた
固定力が証明された。また、生体組織工学とLCPの

組み合わせは早期骨癒合を促進することが明らか
になった。今後、ウマの骨折治療における生体組織
工学およびLCPの臨床応用が期待された。

Equine diagnostic imaging（講演者：山田一孝）
　小動物におけるCT検査は、造影剤を使って胸腹
部の腫瘍性疾患の診断に利用されることが多い。
しかし、馬での利用にあたってはガントリーに入
る大きさの頭部または四肢に限定される。また、馬
に600mgI/2.0mL/kgの造影剤をボーラスで静脈
内投与することも現実的ではない。つまり、小動物
のCT検査とは求めるものが異なる。脊柱管の狭窄
の診断を目的にクモ膜下腔に造影剤を投与する場
合を除いて、通常は造影剤を使用しないため軟部
組織のコントラストを得ることは厳しい。しかし、
X線吸収率の高い骨の診断に優れる。馬のCT検査
の適応は、頭部腫瘤、ウォブラー症候群、骨折、骨軟
骨症である。
　CTは、生体の異なるX線吸収率から算出された
CT値（HU; Hounsfield unit）を画像の白黒の濃淡の
基準としている。CT値とは、水を0HU、真空を
-1000HUと定義して、組織のX線吸収率を相対的
に表現したもので、組織のCT値の違いを画像の白
黒の濃淡に反映させる。診断目的に応じて、画像の
白黒のグレースケールの幅を調節する。診断にあ
たっては、ウインドウの設定が重要であり、ウイン
ドウを間違うと重要な病変を見逃すことがある。
適切なウインドウで診断することも読影する獣医
師の技術である。
　また、CTの特筆すべき特徴として、画像処理ソ
フトウエアを利用することで、三次元像を容易に
作成することができる。これにより、立体的な観察
ができるため、理解が容易となる。そのためCTの
三次元像は、病態を関係者に説明する場合に便利
である。
【MRI】
　CTが骨の診断に優れるのに対し、MRIは腱、靱帯
の診断に優位である。撮影時間が長いため基本的
に全身麻酔が必要であるが、MRI室内は強力な磁
場を発生しており吸入麻酔器の持ち込みができな
い。全静脈麻酔を実施したところで、麻酔モニター
をいかに行うかという課題が残る。そのような状

況の中、立位のまま撮影できる馬専用のMRI装置
は、馬臨床に黒船到来であった。撮影部位は下肢部
に限定されているものの、 X線や超音波では情報
の得られにくい繋関節から遠位の軟部組織の情報
が得られるため、臨床での有用性は高い。帯広畜産
大学には、9月からMRIが稼働する予定であるが、
装置は人の医療や小動物で一般的に使用されてい
る装置である。そのため、馬を撮影する場合には全
身麻酔を実施しなければならない。大学では、一台
のMRI装置で小動物の検査も共用しなければなら
ない事情がある。今後、馬臨床では立位のMRIが主
流になると思われるが、立位では撮影できない部
位のMRIの有用性について、帯広から発信してい
きたい。
　X線の吸収率を画像化するCTでは画像の白黒が
逆転することはありえない。しかし、核磁気共鳴現
象を利用するMRIは撮像条件によって画像の白黒
が逆転することがある。異なる条件で撮像した画
像を比較し、読影するところがMRI読影の醍醐味
であり、逆に敷居の高いところでもある。
【骨シンチグラフィー】
　骨シンチグラフィーは、①歩様検査、身体検査、
診断麻酔で部位を特定されなかった症例に対し、
X線撮影の前に撮影部位を決定する場合、②X線撮
影が困難な部位に起因すると考えられる跛行の症
例、③X線撮影や超音波検査を行ったが異常がみ
つからなかった症例、に実施される。検査の位置付
けは、精密検査よりも病変を探すスクリーニング
検査に近い。また、骨シンチグラフィーによってX
線撮影を行う部位を絞り込み、無駄な撮影を減ら
すことで、結果として従事者に対する被曝を低減
する狙いもある。
　検査に使用されるRI（radioisotope）は、141 keV
のγ線を放出する99mTcで標識されたリン酸化
合物であり、骨芽細胞の活動が活発な部位に集積
する。そのため、疲労骨折のような微細な病変につ
いて検出感度に優れるが、骨反応をともなう炎症
部位にも集積するため特異度は劣る。日本では、調
製済みの注射液（99mTc-HMDP、日本メジフィジ
クス；99mTc-MDP、富士フイルムRIファーマ）と用
時調製のキットと標識するための90Mo-99mTc
ジェネレーター（日本メジフィジクスおよび富士

フイルムRIファーマ）が発売されている。99mTcの
物理学的半減期は6時間で、放射能は10半減期の
60時間で千分の一に、20半減期の120時間で百万
分の一に減衰する。
　放射能として1GBq/100kgの99mTcを投与後、
被検馬は放射線管理区域に指定された馬房で、骨
に集積し軟部組織から排出されるまで、3時間待
機する。撮影には馬専用にカスタマイズされたγ
カメラを使用する。一部位の撮影時間は1-2分で、
全身の骨格を約2時間かけて撮影した後に、放射
線管理区域の馬房に戻される。オーナーの被曝を
防ぐために、翌朝まで収容される。なお、日本のガ
イドラインでは、安全域を充分にとって退出基準
を48時間と定めている。
　骨シンチグラフィーが有用であった症例を示
す。身体検査で頚部の硬直感が認められ、骨シンチ
グラフィーでは第6-7頸椎間にRIの高い集積を認
めた。この部位を据置型X線装置で撮影し、第6-7

頸椎間の椎間板脊椎炎と診断された。

韓国馬獣医師会設立の動向について
　韓国競馬会（KRA）は、韓国内に４箇所（ソウル、
プサン、ヨムチャン、チェジュ島）に競馬場を設置
しており、KRA所属馬は約4,000頭である。KRAは
2004年にIFHA（国際競馬統括機関連盟）からパー
トIII国として承認され、2016年に競馬の国際水準
へのステップとなるパートII国入りを目指してい
る（JRAはパートI国）。馬生産は主にチェジュ島で
行っており（Figure ３）、済州島には島北部にある
競馬場１カ所と島東側に位置する生産牧場１カ所
が設置されており、KRA獣医師職員約35名のうち
４名が競馬場で二次診療を担当している（Figure 
４、５）。その他、済州島では開業獣医師11名が一
次診療を担当しているが、馬頭数の増加のために
島西側の馬生産牧場の診療体制が十分でないこと
から済州大学に設置する馬診療施設の活用が期待

されている。2015年にKRAのメンバーを中心とし
て韓国馬獣医師会が設立され、現在50名ほどで組
織されている。2014年にJRA馬事公苑にて開催さ
れたScott Morrison先生による「接着装蹄に関する
講習会」には韓国から十数名の獣医師が参加して、
意見交換を交わすことができた。今後、日本や韓国
を含めたアジア圏の馬臨床獣医師が意見交換の場
として日本ウマ科学会臨床委員会の企画に同時に
参加していくことで、アジア圏の馬臨床獣医師の
交流連携の発展につながるほか、豊富な知識と高
度な技術をもった馬臨床獣医師として欧米に認知
される礎となることが望まれる。

済州大学臨床獣医学教育について
　済州大学は済州島北部の空港から20分ほどの
高台に位置しており、大学からの海と漢拏山（ハル
ラ山）の眺望には圧倒される。大学は総合大学とし
て医学部、法学部、獣医学部を組織しており、約
10,000名の学生が在籍している。獣医学部は６年
制を採用しており、１学年約40名（６学年約240
名）に対して教員23名で教育が行われている。卒
業後は小動物臨床、大動物臨床、公衆衛生に進む学
生が多く、修士課程（２～３年）ならびに博士課程

（３～４年）に進学する学生は少数である。これま
で、繁殖学教授と内科学教授の２名が主に馬臨床
獣医学教育を担ってきたが、平成27年４月に２名

（馬外科：Seo Jong pil先生、麻酔；Im Hyung Ho先
生）が着任され、済州島政府の進める馬産業推進事

業とともに国際水準の獣医学教育のための準備を
進めている。Seo先生は、日本で学んだ知識と経験
を生かし、KRA所属獣医師とのカンファレンスを
開催しており、自分の役割を果たしていきたいと
抱負を語ってくれた。今後、済州大学は韓国の馬産
地として立地的優位性をもとに世界へ向けた研
究、臨床、教育を実施していくことで、さらなる発
展が期待される。

あとがき
　グローバル化に向けた獣医学教育の改善を目的
として、韓国ソウル大学獣医学部ではアメリカ獣
医師協会（AVMA）の認証に向けた準備を行ってい
る。AVMA認証に不足している産業動物臨床（馬、
牛など）を行うため、ソウル市北部に全国獣医学共
同施設を設置し、学部教育ならびに卒後教育を開
始している。一方、韓国最大の馬産地に位置する済
州大学では馬臨床教育施設設置に向けた準備が進
められており、今後韓国の馬獣医学教育の質がさ
らに向上することが予想される。ソウル大学の李
先生はAVMA認証作業を行う過程で「AVMA取得
は最終目標ではなく、その継続が重要である」と、
教育の本質にふれられていた。今後、日本において
も韓国同様に、馬産業の発展ととともに、将来馬の
福祉に携わる獣医師の馬臨床教育を充実させるこ
とは重要と思われた。今回、済州大学における招待
講演開催にあたり尽力された済州島政府ならびに
済州大学の関係者に衷心より感謝申し上げる。



（39）

はじめに
　近年、韓国では競馬産業の国際化と馬生産の増
産を国策として取り組んでいる。特に、韓国の馬生
産地である済州島は、韓国在籍馬約３万頭のうち
80％が飼養されており、サラブレッド競走馬の他
にも在来馬の済州馬（体高約130cm）の生産が行
われている。韓国競馬会では、国際標準のサラブ
レッド競走に加え、済州馬競走、済州馬とサラブ
レッドの混合種の競馬を開催してきた。2016年よ
り混合種の競走を取りやめて、サラブレッドと済
州馬の２種競走を開催することが決定しており、
馬生産の調整が進められている。また、韓国では馬
産業を支える馬獣医学教育の改善にも取り組んで
おり、済州大学では新規に馬臨床施設を設置する
準備を進めている他、韓国競馬会と連携した馬臨
床獣医学教育向上へ向けた取り組みを始めてい
る。今回、済州島政府馬産業活性化事業として、済
州大学（Jeju National University）において馬臨床
獣医学に関する招待講演（Special  lecture of 

international equine experts）が開催され、佐々木
直樹ならびに山田一孝の２名で講演を行ったの
で、その概要を報告する（Figure１、２）。

Equine regenerative medicine（講演者：佐々木直樹）
　骨折はウマにとって致命的な損傷となり有る。
骨折治療のためには、長期間の骨折部位の固定が
必要であるものの、500kgに及ぶ体重を有するウ
マでは、その安定的な固定維持は難しい。効果的な
骨折治療のためには、早い骨再生と強力な固定法
が必要とされる。医学領域において、骨損傷に対し
て生体組織工学的手法を用いることで治癒促進を
図る方法が検討されている。生体組織工学は現在、
幹細胞、成長因子ならびに足場の3要素から成る
と考えられている。ロッキングコンプレッション
プレート（以下、LCP）は、最近開発されたプレート
であり、従来のプレートとは異なってスクリュー
がプレートに固定されるため、強力な固定力を持
つことが知られている。
　生体組織工学的手法ならびにLCPはウマの骨損
傷治療にも応用可能であると考えられる。しかし、

ウマに応用した研究は現段階では少なく、臨床応
用のための基礎的検討は十分であるといえる状況
ではない。そこで、本研究では、ウマの骨疾患に対
する生体組織工学的ならびにLCPの有効性を検討
した。
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
子血清の問題（倫理的、科学的、安全性）を解決する
ために、幹細胞の培養に対する、血小板溶解液とウ
シ胎子血清の作用について比較検討した。ウマの
胸骨から骨髄液を採取して、ウシ胎子血清あるい
は血小板溶解液を含む培養液中に混和し、10日間
培養を行った後、幹細胞数を測定し、幹細胞の特性

（ALP染色陽性、カルシウム沈着、mRNA発現）を分
析した。細胞数について、有意差は認められず、 特
性については同様の結果が認められた。このこと
から、血小板溶解液はウシ胎子血清に見られるよ
うな問題点がなく、ウマ間葉系幹細胞の培養に有
用であると考えられた。
　生理学的および力学的安定性のための足場とし
て最近注目されているゼラチンβ-リン酸3カルシ
ウムスポンジ（以下、スポンジ）内でウマ幹細胞の
増殖能を検討した。胸骨より採取した骨髄液を分
離・培養して単核細胞と様々な細胞濃度の幹細胞
を得た。これらを5x5x5 mmのスポンジに移植し
た。移植後CCK-8 testおよび組織学的検査により
幹細胞の増殖や分布を評価した。本実験により、ス
ポンジ内で馬幹細胞の増殖を確認することができ
た。また、5x5x5 mmのスポンジの幹細胞の最大収
容能力は約106個であり、安定的な増殖のために
は、約104個以上の幹細胞移植が必要だった。以上
の結果は、スポンジを臨床応用するうえで役立つ
ものと考えられた。
　ウマの骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2

（以下、BMP-2）含浸スポンジの骨再生効果を検討
した。ウマの第3中足骨に骨欠損を作製し、幹細胞
混合BMP-2 含浸スポンジを移植した。その結果、X
線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査におい
て、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジ群は他の群（ブ
ランク群、スポンジのみ群、幹細胞混合スポンジ
群、 BMP-2 含浸スポンジ群）と比較して優れた骨
再生が観察された。この結果により、幹細胞混合
BMP-2含浸スポンジの骨再生効果が認められた。

　ウマの骨軟骨欠損に対する幹細胞、軟骨細胞、多
血小板血漿ならびにBMP-2含浸スポンジの骨軟骨
再生効果を検討した。ウマの両足根下腿関節にお
ける距骨外側滑車に骨軟骨欠損を作製し、テスト
群には幹細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびに
BMP-2含浸スポンジを移植し、コントロール群に
は生理食塩水含浸スポンジのみを移植した。その
結果、X線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査
において、テスト群はコントロール群と比較して
優れた骨軟骨再生が観察された。このことから、幹
細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびにBMP-2含浸
スポンジはウマにおいて頻発する骨軟骨欠損を伴
う関節骨折の治療に有用であると考えられた。
　ウマの近位指節間関節固定術におけるLCPと従
来のDynamic compression plate(以下、DCP)の生
体力学的特性を比較検討した。実験には筋骨格系
疾患と関係なく安楽死となったウマの前肢を利用
した。片方の肢にはLCPを用いて固定を実施し、反
対側の肢にはDCPを用いて固定を実施した。プ
レートを装着設置後、肢を油圧式万能試験機に装
着後、3-ポイント背掌側曲げ試験を実施して降伏
荷重、破壊荷重、変位ならびに剛直性を測定した。
その結果、降伏荷重、破壊荷重ならびに剛直性にお
いてLCPはDCPに比較して有意な高値を示した（p 
< 0。05）。このことから、LCPは従来のDCPに比べ
てウマの骨折の治療に有用であると考えられた。
　LCPを用いた関節固定術に加え、関節内に幹細
胞混合BMP-2含浸スポンジを装填し、関節の安定
性ならびに早期骨癒合の効果を検討した。ウマの
両前肢近位指節間関節にLCPを用いた低侵襲法に
より関節固定術を実施し、一方の近位指節間関節
内には水平方向にドリルホールを１か所作製し
(テスト群) 、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジを移
植した。その結果、X線検査、CT検査ならびに病理
組織学的検査において、テスト群ではコントロー
ル群と比較して骨癒合像が早期に観察され、術後
16週目に良好な骨癒合像が認められた。この結果
は、LCPの強力な固定力と幹細胞混合BMP-2含浸
スポンジの骨再生促進効果のためと考えられた。 
以上のことから、ウマにおける生体組織工学の骨
および骨軟骨組織再生促進効果及びLCPの優れた
固定力が証明された。また、生体組織工学とLCPの

組み合わせは早期骨癒合を促進することが明らか
になった。今後、ウマの骨折治療における生体組織
工学およびLCPの臨床応用が期待された。

Equine diagnostic imaging（講演者：山田一孝）
　小動物におけるCT検査は、造影剤を使って胸腹
部の腫瘍性疾患の診断に利用されることが多い。
しかし、馬での利用にあたってはガントリーに入
る大きさの頭部または四肢に限定される。また、馬
に600mgI/2.0mL/kgの造影剤をボーラスで静脈
内投与することも現実的ではない。つまり、小動物
のCT検査とは求めるものが異なる。脊柱管の狭窄
の診断を目的にクモ膜下腔に造影剤を投与する場
合を除いて、通常は造影剤を使用しないため軟部
組織のコントラストを得ることは厳しい。しかし、
X線吸収率の高い骨の診断に優れる。馬のCT検査
の適応は、頭部腫瘤、ウォブラー症候群、骨折、骨軟
骨症である。
　CTは、生体の異なるX線吸収率から算出された
CT値（HU; Hounsfield unit）を画像の白黒の濃淡の
基準としている。CT値とは、水を0HU、真空を
-1000HUと定義して、組織のX線吸収率を相対的
に表現したもので、組織のCT値の違いを画像の白
黒の濃淡に反映させる。診断目的に応じて、画像の
白黒のグレースケールの幅を調節する。診断にあ
たっては、ウインドウの設定が重要であり、ウイン
ドウを間違うと重要な病変を見逃すことがある。
適切なウインドウで診断することも読影する獣医
師の技術である。
　また、CTの特筆すべき特徴として、画像処理ソ
フトウエアを利用することで、三次元像を容易に
作成することができる。これにより、立体的な観察
ができるため、理解が容易となる。そのためCTの
三次元像は、病態を関係者に説明する場合に便利
である。
【MRI】
　CTが骨の診断に優れるのに対し、MRIは腱、靱帯
の診断に優位である。撮影時間が長いため基本的
に全身麻酔が必要であるが、MRI室内は強力な磁
場を発生しており吸入麻酔器の持ち込みができな
い。全静脈麻酔を実施したところで、麻酔モニター
をいかに行うかという課題が残る。そのような状

況の中、立位のまま撮影できる馬専用のMRI装置
は、馬臨床に黒船到来であった。撮影部位は下肢部
に限定されているものの、 X線や超音波では情報
の得られにくい繋関節から遠位の軟部組織の情報
が得られるため、臨床での有用性は高い。帯広畜産
大学には、9月からMRIが稼働する予定であるが、
装置は人の医療や小動物で一般的に使用されてい
る装置である。そのため、馬を撮影する場合には全
身麻酔を実施しなければならない。大学では、一台
のMRI装置で小動物の検査も共用しなければなら
ない事情がある。今後、馬臨床では立位のMRIが主
流になると思われるが、立位では撮影できない部
位のMRIの有用性について、帯広から発信してい
きたい。
　X線の吸収率を画像化するCTでは画像の白黒が
逆転することはありえない。しかし、核磁気共鳴現
象を利用するMRIは撮像条件によって画像の白黒
が逆転することがある。異なる条件で撮像した画
像を比較し、読影するところがMRI読影の醍醐味
であり、逆に敷居の高いところでもある。
【骨シンチグラフィー】
　骨シンチグラフィーは、①歩様検査、身体検査、
診断麻酔で部位を特定されなかった症例に対し、
X線撮影の前に撮影部位を決定する場合、②X線撮
影が困難な部位に起因すると考えられる跛行の症
例、③X線撮影や超音波検査を行ったが異常がみ
つからなかった症例、に実施される。検査の位置付
けは、精密検査よりも病変を探すスクリーニング
検査に近い。また、骨シンチグラフィーによってX
線撮影を行う部位を絞り込み、無駄な撮影を減ら
すことで、結果として従事者に対する被曝を低減
する狙いもある。
　検査に使用されるRI（radioisotope）は、141 keV
のγ線を放出する99mTcで標識されたリン酸化
合物であり、骨芽細胞の活動が活発な部位に集積
する。そのため、疲労骨折のような微細な病変につ
いて検出感度に優れるが、骨反応をともなう炎症
部位にも集積するため特異度は劣る。日本では、調
製済みの注射液（99mTc-HMDP、日本メジフィジ
クス；99mTc-MDP、富士フイルムRIファーマ）と用
時調製のキットと標識するための90Mo-99mTc
ジェネレーター（日本メジフィジクスおよび富士

フイルムRIファーマ）が発売されている。99mTcの
物理学的半減期は6時間で、放射能は10半減期の
60時間で千分の一に、20半減期の120時間で百万
分の一に減衰する。
　放射能として1GBq/100kgの99mTcを投与後、
被検馬は放射線管理区域に指定された馬房で、骨
に集積し軟部組織から排出されるまで、3時間待
機する。撮影には馬専用にカスタマイズされたγ
カメラを使用する。一部位の撮影時間は1-2分で、
全身の骨格を約2時間かけて撮影した後に、放射
線管理区域の馬房に戻される。オーナーの被曝を
防ぐために、翌朝まで収容される。なお、日本のガ
イドラインでは、安全域を充分にとって退出基準
を48時間と定めている。
　骨シンチグラフィーが有用であった症例を示
す。身体検査で頚部の硬直感が認められ、骨シンチ
グラフィーでは第6-7頸椎間にRIの高い集積を認
めた。この部位を据置型X線装置で撮影し、第6-7

頸椎間の椎間板脊椎炎と診断された。

韓国馬獣医師会設立の動向について
　韓国競馬会（KRA）は、韓国内に４箇所（ソウル、
プサン、ヨムチャン、チェジュ島）に競馬場を設置
しており、KRA所属馬は約4,000頭である。KRAは
2004年にIFHA（国際競馬統括機関連盟）からパー
トIII国として承認され、2016年に競馬の国際水準
へのステップとなるパートII国入りを目指してい
る（JRAはパートI国）。馬生産は主にチェジュ島で
行っており（Figure ３）、済州島には島北部にある
競馬場１カ所と島東側に位置する生産牧場１カ所
が設置されており、KRA獣医師職員約35名のうち
４名が競馬場で二次診療を担当している（Figure 
４、５）。その他、済州島では開業獣医師11名が一
次診療を担当しているが、馬頭数の増加のために
島西側の馬生産牧場の診療体制が十分でないこと
から済州大学に設置する馬診療施設の活用が期待

されている。2015年にKRAのメンバーを中心とし
て韓国馬獣医師会が設立され、現在50名ほどで組
織されている。2014年にJRA馬事公苑にて開催さ
れたScott Morrison先生による「接着装蹄に関する
講習会」には韓国から十数名の獣医師が参加して、
意見交換を交わすことができた。今後、日本や韓国
を含めたアジア圏の馬臨床獣医師が意見交換の場
として日本ウマ科学会臨床委員会の企画に同時に
参加していくことで、アジア圏の馬臨床獣医師の
交流連携の発展につながるほか、豊富な知識と高
度な技術をもった馬臨床獣医師として欧米に認知
される礎となることが望まれる。

済州大学臨床獣医学教育について
　済州大学は済州島北部の空港から20分ほどの
高台に位置しており、大学からの海と漢拏山（ハル
ラ山）の眺望には圧倒される。大学は総合大学とし
て医学部、法学部、獣医学部を組織しており、約
10,000名の学生が在籍している。獣医学部は６年
制を採用しており、１学年約40名（６学年約240
名）に対して教員23名で教育が行われている。卒
業後は小動物臨床、大動物臨床、公衆衛生に進む学
生が多く、修士課程（２～３年）ならびに博士課程

（３～４年）に進学する学生は少数である。これま
で、繁殖学教授と内科学教授の２名が主に馬臨床
獣医学教育を担ってきたが、平成27年４月に２名

（馬外科：Seo Jong pil先生、麻酔；Im Hyung Ho先
生）が着任され、済州島政府の進める馬産業推進事

業とともに国際水準の獣医学教育のための準備を
進めている。Seo先生は、日本で学んだ知識と経験
を生かし、KRA所属獣医師とのカンファレンスを
開催しており、自分の役割を果たしていきたいと
抱負を語ってくれた。今後、済州大学は韓国の馬産
地として立地的優位性をもとに世界へ向けた研
究、臨床、教育を実施していくことで、さらなる発
展が期待される。

あとがき
　グローバル化に向けた獣医学教育の改善を目的
として、韓国ソウル大学獣医学部ではアメリカ獣
医師協会（AVMA）の認証に向けた準備を行ってい
る。AVMA認証に不足している産業動物臨床（馬、
牛など）を行うため、ソウル市北部に全国獣医学共
同施設を設置し、学部教育ならびに卒後教育を開
始している。一方、韓国最大の馬産地に位置する済
州大学では馬臨床教育施設設置に向けた準備が進
められており、今後韓国の馬獣医学教育の質がさ
らに向上することが予想される。ソウル大学の李
先生はAVMA認証作業を行う過程で「AVMA取得
は最終目標ではなく、その継続が重要である」と、
教育の本質にふれられていた。今後、日本において
も韓国同様に、馬産業の発展ととともに、将来馬の
福祉に携わる獣医師の馬臨床教育を充実させるこ
とは重要と思われた。今回、済州大学における招待
講演開催にあたり尽力された済州島政府ならびに
済州大学の関係者に衷心より感謝申し上げる。

体高は約130cm。
Figure ３　済州馬（済州島在来種）

済州島は生産地であるため、子馬や育成馬の疾患が多く、骨軟
骨症に対する関節鏡手術を年間約１５０件行っているが、済州
馬の骨折発生件数は１０年間で１例程度である。

Figure ５　済州島韓国競馬会（KRA）の診療施設

サラブレッド競走の他、済州馬や済州馬とサラブレッドの混合種の競走が開催されている。
Figure ４　済州島競馬場
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はじめに
　近年、韓国では競馬産業の国際化と馬生産の増
産を国策として取り組んでいる。特に、韓国の馬生
産地である済州島は、韓国在籍馬約３万頭のうち
80％が飼養されており、サラブレッド競走馬の他
にも在来馬の済州馬（体高約130cm）の生産が行
われている。韓国競馬会では、国際標準のサラブ
レッド競走に加え、済州馬競走、済州馬とサラブ
レッドの混合種の競馬を開催してきた。2016年よ
り混合種の競走を取りやめて、サラブレッドと済
州馬の２種競走を開催することが決定しており、
馬生産の調整が進められている。また、韓国では馬
産業を支える馬獣医学教育の改善にも取り組んで
おり、済州大学では新規に馬臨床施設を設置する
準備を進めている他、韓国競馬会と連携した馬臨
床獣医学教育向上へ向けた取り組みを始めてい
る。今回、済州島政府馬産業活性化事業として、済
州大学（Jeju National University）において馬臨床
獣医学に関する招待講演（Special  lecture of 

international equine experts）が開催され、佐々木
直樹ならびに山田一孝の２名で講演を行ったの
で、その概要を報告する（Figure１、２）。

Equine regenerative medicine（講演者：佐々木直樹）
　骨折はウマにとって致命的な損傷となり有る。
骨折治療のためには、長期間の骨折部位の固定が
必要であるものの、500kgに及ぶ体重を有するウ
マでは、その安定的な固定維持は難しい。効果的な
骨折治療のためには、早い骨再生と強力な固定法
が必要とされる。医学領域において、骨損傷に対し
て生体組織工学的手法を用いることで治癒促進を
図る方法が検討されている。生体組織工学は現在、
幹細胞、成長因子ならびに足場の3要素から成る
と考えられている。ロッキングコンプレッション
プレート（以下、LCP）は、最近開発されたプレート
であり、従来のプレートとは異なってスクリュー
がプレートに固定されるため、強力な固定力を持
つことが知られている。
　生体組織工学的手法ならびにLCPはウマの骨損
傷治療にも応用可能であると考えられる。しかし、

ウマに応用した研究は現段階では少なく、臨床応
用のための基礎的検討は十分であるといえる状況
ではない。そこで、本研究では、ウマの骨疾患に対
する生体組織工学的ならびにLCPの有効性を検討
した。
　幹細胞の培養に一般的に使用されているウシ胎
子血清の問題（倫理的、科学的、安全性）を解決する
ために、幹細胞の培養に対する、血小板溶解液とウ
シ胎子血清の作用について比較検討した。ウマの
胸骨から骨髄液を採取して、ウシ胎子血清あるい
は血小板溶解液を含む培養液中に混和し、10日間
培養を行った後、幹細胞数を測定し、幹細胞の特性

（ALP染色陽性、カルシウム沈着、mRNA発現）を分
析した。細胞数について、有意差は認められず、 特
性については同様の結果が認められた。このこと
から、血小板溶解液はウシ胎子血清に見られるよ
うな問題点がなく、ウマ間葉系幹細胞の培養に有
用であると考えられた。
　生理学的および力学的安定性のための足場とし
て最近注目されているゼラチンβ-リン酸3カルシ
ウムスポンジ（以下、スポンジ）内でウマ幹細胞の
増殖能を検討した。胸骨より採取した骨髄液を分
離・培養して単核細胞と様々な細胞濃度の幹細胞
を得た。これらを5x5x5 mmのスポンジに移植し
た。移植後CCK-8 testおよび組織学的検査により
幹細胞の増殖や分布を評価した。本実験により、ス
ポンジ内で馬幹細胞の増殖を確認することができ
た。また、5x5x5 mmのスポンジの幹細胞の最大収
容能力は約106個であり、安定的な増殖のために
は、約104個以上の幹細胞移植が必要だった。以上
の結果は、スポンジを臨床応用するうえで役立つ
ものと考えられた。
　ウマの骨欠損に対する幹細胞混合骨形成蛋白-2

（以下、BMP-2）含浸スポンジの骨再生効果を検討
した。ウマの第3中足骨に骨欠損を作製し、幹細胞
混合BMP-2 含浸スポンジを移植した。その結果、X
線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査におい
て、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジ群は他の群（ブ
ランク群、スポンジのみ群、幹細胞混合スポンジ
群、 BMP-2 含浸スポンジ群）と比較して優れた骨
再生が観察された。この結果により、幹細胞混合
BMP-2含浸スポンジの骨再生効果が認められた。

　ウマの骨軟骨欠損に対する幹細胞、軟骨細胞、多
血小板血漿ならびにBMP-2含浸スポンジの骨軟骨
再生効果を検討した。ウマの両足根下腿関節にお
ける距骨外側滑車に骨軟骨欠損を作製し、テスト
群には幹細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびに
BMP-2含浸スポンジを移植し、コントロール群に
は生理食塩水含浸スポンジのみを移植した。その
結果、X線検査、CT検査ならびに病理組織学的検査
において、テスト群はコントロール群と比較して
優れた骨軟骨再生が観察された。このことから、幹
細胞、軟骨細胞、多血小板血漿ならびにBMP-2含浸
スポンジはウマにおいて頻発する骨軟骨欠損を伴
う関節骨折の治療に有用であると考えられた。
　ウマの近位指節間関節固定術におけるLCPと従
来のDynamic compression plate(以下、DCP)の生
体力学的特性を比較検討した。実験には筋骨格系
疾患と関係なく安楽死となったウマの前肢を利用
した。片方の肢にはLCPを用いて固定を実施し、反
対側の肢にはDCPを用いて固定を実施した。プ
レートを装着設置後、肢を油圧式万能試験機に装
着後、3-ポイント背掌側曲げ試験を実施して降伏
荷重、破壊荷重、変位ならびに剛直性を測定した。
その結果、降伏荷重、破壊荷重ならびに剛直性にお
いてLCPはDCPに比較して有意な高値を示した（p 
< 0。05）。このことから、LCPは従来のDCPに比べ
てウマの骨折の治療に有用であると考えられた。
　LCPを用いた関節固定術に加え、関節内に幹細
胞混合BMP-2含浸スポンジを装填し、関節の安定
性ならびに早期骨癒合の効果を検討した。ウマの
両前肢近位指節間関節にLCPを用いた低侵襲法に
より関節固定術を実施し、一方の近位指節間関節
内には水平方向にドリルホールを１か所作製し
(テスト群) 、幹細胞混合BMP-2含浸スポンジを移
植した。その結果、X線検査、CT検査ならびに病理
組織学的検査において、テスト群ではコントロー
ル群と比較して骨癒合像が早期に観察され、術後
16週目に良好な骨癒合像が認められた。この結果
は、LCPの強力な固定力と幹細胞混合BMP-2含浸
スポンジの骨再生促進効果のためと考えられた。 
以上のことから、ウマにおける生体組織工学の骨
および骨軟骨組織再生促進効果及びLCPの優れた
固定力が証明された。また、生体組織工学とLCPの

組み合わせは早期骨癒合を促進することが明らか
になった。今後、ウマの骨折治療における生体組織
工学およびLCPの臨床応用が期待された。

Equine diagnostic imaging（講演者：山田一孝）
　小動物におけるCT検査は、造影剤を使って胸腹
部の腫瘍性疾患の診断に利用されることが多い。
しかし、馬での利用にあたってはガントリーに入
る大きさの頭部または四肢に限定される。また、馬
に600mgI/2.0mL/kgの造影剤をボーラスで静脈
内投与することも現実的ではない。つまり、小動物
のCT検査とは求めるものが異なる。脊柱管の狭窄
の診断を目的にクモ膜下腔に造影剤を投与する場
合を除いて、通常は造影剤を使用しないため軟部
組織のコントラストを得ることは厳しい。しかし、
X線吸収率の高い骨の診断に優れる。馬のCT検査
の適応は、頭部腫瘤、ウォブラー症候群、骨折、骨軟
骨症である。
　CTは、生体の異なるX線吸収率から算出された
CT値（HU; Hounsfield unit）を画像の白黒の濃淡の
基準としている。CT値とは、水を0HU、真空を
-1000HUと定義して、組織のX線吸収率を相対的
に表現したもので、組織のCT値の違いを画像の白
黒の濃淡に反映させる。診断目的に応じて、画像の
白黒のグレースケールの幅を調節する。診断にあ
たっては、ウインドウの設定が重要であり、ウイン
ドウを間違うと重要な病変を見逃すことがある。
適切なウインドウで診断することも読影する獣医
師の技術である。
　また、CTの特筆すべき特徴として、画像処理ソ
フトウエアを利用することで、三次元像を容易に
作成することができる。これにより、立体的な観察
ができるため、理解が容易となる。そのためCTの
三次元像は、病態を関係者に説明する場合に便利
である。
【MRI】
　CTが骨の診断に優れるのに対し、MRIは腱、靱帯
の診断に優位である。撮影時間が長いため基本的
に全身麻酔が必要であるが、MRI室内は強力な磁
場を発生しており吸入麻酔器の持ち込みができな
い。全静脈麻酔を実施したところで、麻酔モニター
をいかに行うかという課題が残る。そのような状

況の中、立位のまま撮影できる馬専用のMRI装置
は、馬臨床に黒船到来であった。撮影部位は下肢部
に限定されているものの、 X線や超音波では情報
の得られにくい繋関節から遠位の軟部組織の情報
が得られるため、臨床での有用性は高い。帯広畜産
大学には、9月からMRIが稼働する予定であるが、
装置は人の医療や小動物で一般的に使用されてい
る装置である。そのため、馬を撮影する場合には全
身麻酔を実施しなければならない。大学では、一台
のMRI装置で小動物の検査も共用しなければなら
ない事情がある。今後、馬臨床では立位のMRIが主
流になると思われるが、立位では撮影できない部
位のMRIの有用性について、帯広から発信してい
きたい。
　X線の吸収率を画像化するCTでは画像の白黒が
逆転することはありえない。しかし、核磁気共鳴現
象を利用するMRIは撮像条件によって画像の白黒
が逆転することがある。異なる条件で撮像した画
像を比較し、読影するところがMRI読影の醍醐味
であり、逆に敷居の高いところでもある。
【骨シンチグラフィー】
　骨シンチグラフィーは、①歩様検査、身体検査、
診断麻酔で部位を特定されなかった症例に対し、
X線撮影の前に撮影部位を決定する場合、②X線撮
影が困難な部位に起因すると考えられる跛行の症
例、③X線撮影や超音波検査を行ったが異常がみ
つからなかった症例、に実施される。検査の位置付
けは、精密検査よりも病変を探すスクリーニング
検査に近い。また、骨シンチグラフィーによってX
線撮影を行う部位を絞り込み、無駄な撮影を減ら
すことで、結果として従事者に対する被曝を低減
する狙いもある。
　検査に使用されるRI（radioisotope）は、141 keV
のγ線を放出する99mTcで標識されたリン酸化
合物であり、骨芽細胞の活動が活発な部位に集積
する。そのため、疲労骨折のような微細な病変につ
いて検出感度に優れるが、骨反応をともなう炎症
部位にも集積するため特異度は劣る。日本では、調
製済みの注射液（99mTc-HMDP、日本メジフィジ
クス；99mTc-MDP、富士フイルムRIファーマ）と用
時調製のキットと標識するための90Mo-99mTc
ジェネレーター（日本メジフィジクスおよび富士

フイルムRIファーマ）が発売されている。99mTcの
物理学的半減期は6時間で、放射能は10半減期の
60時間で千分の一に、20半減期の120時間で百万
分の一に減衰する。
　放射能として1GBq/100kgの99mTcを投与後、
被検馬は放射線管理区域に指定された馬房で、骨
に集積し軟部組織から排出されるまで、3時間待
機する。撮影には馬専用にカスタマイズされたγ
カメラを使用する。一部位の撮影時間は1-2分で、
全身の骨格を約2時間かけて撮影した後に、放射
線管理区域の馬房に戻される。オーナーの被曝を
防ぐために、翌朝まで収容される。なお、日本のガ
イドラインでは、安全域を充分にとって退出基準
を48時間と定めている。
　骨シンチグラフィーが有用であった症例を示
す。身体検査で頚部の硬直感が認められ、骨シンチ
グラフィーでは第6-7頸椎間にRIの高い集積を認
めた。この部位を据置型X線装置で撮影し、第6-7

頸椎間の椎間板脊椎炎と診断された。

韓国馬獣医師会設立の動向について
　韓国競馬会（KRA）は、韓国内に４箇所（ソウル、
プサン、ヨムチャン、チェジュ島）に競馬場を設置
しており、KRA所属馬は約4,000頭である。KRAは
2004年にIFHA（国際競馬統括機関連盟）からパー
トIII国として承認され、2016年に競馬の国際水準
へのステップとなるパートII国入りを目指してい
る（JRAはパートI国）。馬生産は主にチェジュ島で
行っており（Figure ３）、済州島には島北部にある
競馬場１カ所と島東側に位置する生産牧場１カ所
が設置されており、KRA獣医師職員約35名のうち
４名が競馬場で二次診療を担当している（Figure 
４、５）。その他、済州島では開業獣医師11名が一
次診療を担当しているが、馬頭数の増加のために
島西側の馬生産牧場の診療体制が十分でないこと
から済州大学に設置する馬診療施設の活用が期待

されている。2015年にKRAのメンバーを中心とし
て韓国馬獣医師会が設立され、現在50名ほどで組
織されている。2014年にJRA馬事公苑にて開催さ
れたScott Morrison先生による「接着装蹄に関する
講習会」には韓国から十数名の獣医師が参加して、
意見交換を交わすことができた。今後、日本や韓国
を含めたアジア圏の馬臨床獣医師が意見交換の場
として日本ウマ科学会臨床委員会の企画に同時に
参加していくことで、アジア圏の馬臨床獣医師の
交流連携の発展につながるほか、豊富な知識と高
度な技術をもった馬臨床獣医師として欧米に認知
される礎となることが望まれる。

済州大学臨床獣医学教育について
　済州大学は済州島北部の空港から20分ほどの
高台に位置しており、大学からの海と漢拏山（ハル
ラ山）の眺望には圧倒される。大学は総合大学とし
て医学部、法学部、獣医学部を組織しており、約
10,000名の学生が在籍している。獣医学部は６年
制を採用しており、１学年約40名（６学年約240
名）に対して教員23名で教育が行われている。卒
業後は小動物臨床、大動物臨床、公衆衛生に進む学
生が多く、修士課程（２～３年）ならびに博士課程

（３～４年）に進学する学生は少数である。これま
で、繁殖学教授と内科学教授の２名が主に馬臨床
獣医学教育を担ってきたが、平成27年４月に２名

（馬外科：Seo Jong pil先生、麻酔；Im Hyung Ho先
生）が着任され、済州島政府の進める馬産業推進事

業とともに国際水準の獣医学教育のための準備を
進めている。Seo先生は、日本で学んだ知識と経験
を生かし、KRA所属獣医師とのカンファレンスを
開催しており、自分の役割を果たしていきたいと
抱負を語ってくれた。今後、済州大学は韓国の馬産
地として立地的優位性をもとに世界へ向けた研
究、臨床、教育を実施していくことで、さらなる発
展が期待される。

あとがき
　グローバル化に向けた獣医学教育の改善を目的
として、韓国ソウル大学獣医学部ではアメリカ獣
医師協会（AVMA）の認証に向けた準備を行ってい
る。AVMA認証に不足している産業動物臨床（馬、
牛など）を行うため、ソウル市北部に全国獣医学共
同施設を設置し、学部教育ならびに卒後教育を開
始している。一方、韓国最大の馬産地に位置する済
州大学では馬臨床教育施設設置に向けた準備が進
められており、今後韓国の馬獣医学教育の質がさ
らに向上することが予想される。ソウル大学の李
先生はAVMA認証作業を行う過程で「AVMA取得
は最終目標ではなく、その継続が重要である」と、
教育の本質にふれられていた。今後、日本において
も韓国同様に、馬産業の発展ととともに、将来馬の
福祉に携わる獣医師の馬臨床教育を充実させるこ
とは重要と思われた。今回、済州大学における招待
講演開催にあたり尽力された済州島政府ならびに
済州大学の関係者に衷心より感謝申し上げる。
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ト ピ ッ ク 競走馬総合研究所の統合

　JRA競走馬総合研究所は、平成28年１月１日付
の組織改正に伴い、本所機能（宇都宮市）を栃木支
所（下野市）へ移転しました。これにより、従来の本
所３室１課（企画調整室・運動科学研究室・臨床医
学研究室・総務課）および栃木支所３室（管理調整
室・微生物研究室・分子生物研究室）を統合し、５室
１課（企画調整室・４研究室および総務課）の体制

となりました。
　また、移転・統合に向けて平成２６年より進めて
きた「栃木支所整備工事」は、昨年末に無事竣工し
ました。
　今回は、この誌面をお借りして新しい競走馬総
合研究所を写真で紹介させていただきます。

（富塚貴秋）

《新たな研究所組織図》

新しい事務棟

渡り廊下で第2研究棟（左）と結ばれた新第1研究棟（右）

手術棟 トレッドミル棟

手術棟内のトレッドミル室 手術棟内の手術室
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2015年4号の紹介）

時事解説
　米国にある100以上のランドグラント大学

（land-grant collegeおよびuniversity）（訳注：連邦
政府所有地が州政府に供与され、州の発展に寄与
するため特に農業、工学、軍事学教育のために設立
された大学。土地付与大学とも訳される）には、農
業従事者や馬のオーナーなどの一般市民に対し
て、研究に基づいた情報を提供する公開講座担当
の教育者がいる。過去10年間、馬学分野と災害教
育（備え、被害の軽減、対応と復旧）に携わる大学の
専門家と教育者は、協力し合って自分たちが蓄積
している情報を発展させ、公開してきた。それらの
取り組みとして、異なる発信基盤を利用した次の
３つが挙げられる：eXtension（米国大学の公開講
座のウェブサイト：http://learn.extension.org) 、
My Horse University（大学の馬の専門家による共
同サイト：www.myhorseun ivers i ty . com）、
Extension Disaster Education Network（EDEN）

（ 米 国 の 災 害 教 育 者 に よ る 共 同 サ イ ト：
www.eden.lsu.edu）。
　動物の災害対策とバイオセキュリティに関する
オンラインセミナーは、eXtensionおよびMy 
Horse Universityで視聴でき（検索エンジンに 
“disaster”と入力）、同サイトでは他にもウマおよ
び他の家畜に関する情報が豊富に含まれている。
EDENのウェブサイトは、災害に対処するコミュニ
ティ、家族および子供たちのための情報源である
と同時に、特定の災害情報（例えば、干ばつ、ハリ
ケーン、竜巻、動物の疾病）を含む膨大な情報の中
心的存在である。
　注目すべき取り組みとして、EDENによる地域の
農業防災準備の強化（Strengthening Community 
Agrosecurity Preparedness：S-CAP）プログラムが
2日間のコースで行われており、緊急事態管理者
や農業事業主／家畜のオーナーが、それぞれの郡

が抱える脆弱な部分を評価し、地域の要望に沿っ
て強化された農業防災計画を策定するための手助
けとなっている。このコースには、馬のオーナーの
ための災害対応および避難ガイドライン策定に関
する内容がほぼ毎回含まれている。これまでに
S-CAPワークショップが48回行われており、これ
は24州の285郡の居住者2,370万人への対応に相
当する。
　大学とその提携者は、地方における備えを防災
カリキュラムに取り入れており、それには災害発
生前、発生時、発生後における馬の問題に重点を置
いた具体的な題材も含まれている。多くの協力の
基に、EDENの主催者らが定期的に新しい資料を開
発、公表し、共同研究していることに気付くだろ
う。
　災害発生時における馬の管理者に対する情報や
援助が、研究に基づいていることおよび専門家や
市当局によって妥当性を審査されていることはと
もに必須である。馬は世界のどこでも関心が持た
れている動物であり、重大な事態が差し迫るある
いは現に起こっている場合にすぐに利用できる確
実な情報は必須である。危機的状況の最中に、「通
常の」あるいは「ウェブ上で得られる」方法や手段
を基に対応する余裕がある馬の管理者はいない。
ほとんどの場合、馬の管理者は災害に対する備え
に平均30分～2時間かけられるが、場合によって
は、わずか15分しかないこともある。米国西部で
発生した2件の洪水と7件の野火の事例では、当事
者が事前に準備し組織化されている場合、災害時
の対応に要する時間は、馬1頭につき平均わずか
15分だった。それに対して、当事者が準備してい
ない場合は、馬1頭につき約1時間を要した。
　以上のような理由から、馬の管理者は常時、災害
時の計画、装備、人員、避難経路、非常用物資、応急
手当用具と緊急連絡先を準備しておかなければな

らない。eXtension、My Horse Universityおよび
EDENという情報源により、災害被害の減少のため
に専門家により開発された、得がたいかつ事実に
基づく知識を容易に利用することができる。忘れ
てはならない：計画があることによって人間と動
物の命を共に救うことができることを。

連絡先：
Scott Cotton
(307) 235-9400 
Scotton1@uwyo.edu
University of Wyoming Extension Area Educator 
EDEN Agrosecurity Delegate 
Casper, Wyoming

国際情報
2015年第2四半期*
　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。
　米国において、水胞性口炎が2015年4月下旬に
再発生した。ウイルスの血清型はニュージャー
ジー型で、感染はアリゾナ州、コロラド州、ニュー
メキシコ州、テキサス州およびユタ州の25施設に
拡散した。
　メキシコから国境を越えて米国テキサス州に迷
い込んだロバを検査したところ、血清学的に鼻疽
が陽性であった。陽性ロバは5頭の群れのうちの
１頭で、5頭全て臨床的に正常だった。残りの4頭
はBurkholderia mallei抗体陰性だった。陽性ロバ
は、再検査では疑陽性とされたが、安楽殺された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、ア
ラブ首長国連邦（UAE）および米国において数件発
生した。
　馬インフルエンザがドイツ（4施設で1例ずつ）、
イギリス（直近に輸入された動物を含む7件）およ
び米国（4州で発生）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、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。
呼吸器疾患はフランス（3件）、ドイツ（2例）、アイ
ルランド（3例）、米国（いくつかの州）で確認され

た。EHV-1に起因する流産が、フランス(3件)、ドイ
ツ（9例）、日本（7施設において流産7例、生後直死3
例）、イギリス（1例）および米国（3例）で発生した。
EHV-1による神経疾患がドイツ（2例）および米国

（7州で発生、そのほとんどは散発症例）で発生し
た。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11件）、ド
イツ（3例）、スイス（1例）およびイギリス（5件発
生、うち1件は複数症例）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。
　馬媾疹がイギリスで2例確認された。
　馬動脈炎ウイルス感染がドイツの異なる施設で
種牡馬2例に確認された。
　馬アデノウイルスによる呼吸器感染が米国の子
馬1例に確認された。
　馬伝染性貧血がカナダ、フランスおよび米国で
発生した。カナダでは、最西部に位置する4州の9
施設で合計16例が診断された。フランスでは1例、
米国では異なる施設で3例が確認された。
　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いる。スイスでは1例が確認
された。
　馬伝染性子宮炎がドイツで、3施設各1例報告さ
れた。
　米国では2州で、ノカルジア性胎盤炎および流
産の散発的な発生が報告された。ケンタッキー州
では、牝馬の繁殖不全症候群が1例報告された。
サルモネラ症（数例はB群Salmonella 属菌、他はC1
群が関与）が米国で発生した。フランスではロタウ
イルス感染症が5件、子馬に認められた。
　米国において子馬のクロストリジウム症が報告
され、そのうちの数例はC. perfringens 毒素型A型
菌が関与しており、その他はC. difficile 毒素型A/B
株であった。
　東部馬脳炎が米国で9例診断され、そのほとん
どはフロリダ州での発生であった。4例は本疾患
に対するワクチンが未接種であった。米国では、さ
らにオクラホマ州のウマ1例にウエストナイル脳
炎が報告された。
　ロドコッカス症がスイス（1例）および米国（風
土病とされている。複数の州において多数発症）で
報告された。
　散発的に発生した他の疾患としては、ティザー

病（米国の子馬で1例）、類鼻祖（シンガポールの乗
馬学校で1例）、皮膚リーシュマニア症（スイスで1
例）およびアナプラズマ症（ドイツで2例）が報告
された。

＊オーストラリアは第１四半期報告より

ゲタウイルス：ウマの病原体としての重要性
　2014年下半期に日本にある競走馬の厩舎にお
いて本症が発生したことは、ゲタウイルスに対す
る認識とゲタウイルスがウマの病原体であるとい
うことを再喚起した。本ウイルスがウマに疾病を
引き起こすことが最初に認識されたのは、1978年
に日本にある2箇所のトレーニング・センターに
おいて、本疾患が競走馬の多くに広く認められた
ことがきっかけだった（訳注：詳細には、関東地方
の中央と地方競馬のトレーニング・センター各一
箇所と、競走馬の育成牧場2箇所で発生した）。そ
の後、本ウイルスは1990年にインドのサラブレッ
ドの生産牧場において、臨床的に類似した疾病の
発生に関与した。
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に属する、蚊によって媒介されるアルボウイ
ルスである。1968～1970年にサラワク（マレーシ
ア）で採取された蚊から初めて分離された。ユーラ
シアからオーストラリアにおよぶ広い範囲におい
て、ゲタウイルスあるいはゲタウイルスに抗原性
が類似するウイルスが認められている。血清学的
調査の結果、本ウイルスが存在する地域では、ヒ
ト、多種の家畜および野生動物においてその感染
が確認されてきた。日本のウマにおけるゲタウイ
ルスの活動は、血清学的に1961年までさかのぼっ
て確認できる。その後の調査によって、ゲタウイル
ス感染症が日本全国のウマに広がっていることが
示された。しかしながら、ゲタウイルスに起因する
疾病の発生は非常にまれである。
　ゲタウイルスによる自然界での疾病はウマおよ
びブタのみで報告されている。感染したウマの多
くは無症状であるが、ときに発熱、食欲不振、漿液
性鼻汁、後肢の浮腫、強直歩様（訳注：インドの発生
で報告されている）、陰嚢浮腫、顎下リンパ節の腫
脹および蕁麻疹様の皮膚発疹などの軽度な臨床症

状を認める流行を起こすことがある。感染馬は、こ
れらの症状のいくつか、あるいは全てを示すかも
しれない。症状の程度に関わらず、本症は致死的で
はなく、7～14日程度で臨床的に完全に回復する。
対症療法はあまり必要ではない。インドの発生の
記録によると、ゲタウイルスによる妊娠馬の流産
や子馬の先天性異常を引き起こすということは認
められていない。
　ゲタウイルスが発症に関与する他の動物種はブ
タのみである。ウイルスは、生後直死した新生子豚
や自然感染した雌ブタの流産胎子から分離されて
いる。
　ゲタウイルスは主に蚊により媒介され、地域に
よってイエカ属とヤブカ属の異なる種類の蚊に
よって伝播される。ブタは、常在地域においてウイ
ルスの増幅動物としての役割を果たしていると考
えられている。急性期の感染馬の中には多量のウ
イルスを呼吸器に排出するものもいることから、
ウマからウマへの接触感染の可能性は完全には否
定できない。
　ゲタウイルス感染は、鼻腔スワブ、未凝固血

（バッフィーコート）、および唾液（訳注：通常は用
いない）を用いてPCRやウイルス分離による検出
で迅速に診断することができる。また、急性期およ
び回復期の血清を用いた血清学的検査を行うこと
によっても診断することができる。ゲタウイルス
感染と臨床症状が類似する疾病として、馬ウイル
ス性動脈炎あるいはアフリカ馬疫との鑑別診断は
重要である（訳注：両疾病とも日本には存在してい
ない）。
　ゲタウイルス感染の予防と制御には蚊との接触
を減らす対策が基本であり、最も望ましいのは、常
在国においてはリスクの高いウマに対する予防接
種の実施である。
　ゲタウイルスはウマの重要な病原体であると認
識されない限り、広範囲に流行が発生した場合に、
非常に大きな被害を与えかねない。

連絡先：
Dr. Peter Timoney
 (859) 218-1094
ptimoney@uky.edu 

Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

東部馬脳炎
　東部馬脳炎（EEE）は、いくつかある重要な節足
動物媒介性疾患のうちの一つであるが、ウマの
オーナーにとって重大な関心のある疾患である。
EEEは死亡率が90%に達することがある致死的な
疾患である。米国農務省動植物検疫所の獣医部門
は、米国疾病管理予防センター（CDC）や保健所と
協力して、EEEおよびその他の昆虫媒介性疾患の
データを収集している。
　図1は、2003年から2014年におけるウマのEEE
症例の地理的発生分布（黒塗りの州）を示す。しか
し、必ずしも該当する全ての州で毎年症例が発生
するわけではない。図2は、2003年から2014年に
米国で報告されたウマのEEE症例数（疑陽性およ
び陽性確定症例を含む）を示す。

　EEE症例の地理的分布に関わらず、ウマはホー
スショー、競馬、レクリエーション、売買、繁殖およ
びその他の活動のために、短時間で州や国を越え
る輸送がされることから、EEEワクチンの使用が
強く推奨される。アメリカ馬臨床獣医師協会

（AAEP）は、EEEワクチンを「中心となる重要な」ワ
クチンと考えている。
　昆虫の防除および承認された殺虫剤の適切な使
用は、ウエストナイルウイルス感染症、水胞性口炎
および他の昆虫媒介性疾患と同様に、EEEのリス
クを減らすためにも重要である。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
(859) 218-1122 
rmdwyer@uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

無汗症
　無汗症とは、夏の長く暑い期間にしばしば認め
られる一般状態であり、適切な量の汗を産生する
ことができない状態である。体温を適切に維持す
る能力が低下することによって、運動能力は抑制
され、熱射病の危険性が増し、また他の疾病が悪化
することがある。無汗症の原因は不明であるが、ス
トレスホルモンによるウマの汗腺への過度の刺激
が関与すると考えられており、特に夏期に発症す
る。ウマによっては、わずかな発汗量の減少しか認
められず、臨床兆候があまり認められない場合や、
汗の産生が完全に失われて高体温症の症状を示す
場合もある。本症はパフォーマンス馬で最もよく
診断されるが、それ以外のウマも発症し、濃色の被
毛のウマに多く認められる。無汗症は、血中コルチ
ゾール値および呼吸数が上昇するため、特に内科
疾患（例えば代謝疾患あるいは呼吸器疾患など）を
併発しているウマにおいて問題になることがあ
る。
　最も一般的に認められるのは、限局性の無汗症
であり、夏に周囲の温度が上昇するのに伴ってパ
フォーマンスが低下する場合は考慮されなければ

ならない。病歴と運動後の臨床検査によって、正確
に診断することができる。限局性無汗症の臨床徴
候として、呼吸数の増加と直腸温の上昇が挙げら
れ、運動後にこれらが正常範囲に戻るのに要する
時間は延長する（30分以上）。
　暑い季節には、慢性の無汗症のウマは、無気力な
状態に加えて、一般的に被毛が乏しく乾燥してい
る。より運動量の少ない繁殖用牝馬や引退したパ
フォーマンス馬など、どんなウマでも夏の間は無
汗症に罹患する可能性があることに留意しなけれ
ばならない。罹患したウマは、休息時における呼吸
数が上昇し、日陰を探す傾向がある。
　無汗症は、テルブタリン（訳注：βアドレナリン
受容体作動薬。発汗刺激作用がある）の階段希釈剤
を注射することによって確定診断される。これは、
状態の重症度を調べ、治療に対する反応を評価す
るのに有用な場合がある。電解質分析を含む血液
検査もまた、治療計画の作成に有用な場合がある。
最終的に重症例に対して、汗腺の組織学的構造を
調べるために皮膚生検が実施される場合がある
が、確定診断に必要となることはまれである。
　無汗症の治療法にはいくつかの選択肢があり、
あるウマに対して効果的であっても他のウマには
効かないことがある。無汗症のウマに投薬治療を
行い、症状が改善するまでは、日中暑い間の激しい
運動を制限し、施設内に収容し、日陰を作り、風や
ミストをあて、更に冷水をかけるなどして体温の
上昇を抑制しなければならない。最も単純な処置
は、環境の管理を行うとともに、血液化学検査で見
つかった異常所見に対応した電解質を補給するこ
とである。通常の治療法に反応しない症例のため
の最後の手段は、ウマを気温があまり高くなく湿
潤な気候の地方に移動させることで、汗をかく能
力が回復する可能性がある。

連絡先：
Dr. Joan Gariboldi
(859) 333-5303
jcgariboldi@gmail.com 
Lexington, Kentucky

ウマヘルペスウイルス1型の症状

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、ウマによ
く認められる5種類のヘルペスウイルスのうちの
1つである。EHV-1感染症は、呼吸器系、繁殖系およ
び神経系の3種類の症候群を発現する。他のヘル
ペスウイルスと同様にEHV-1は潜伏感染するた
め、他のウマとの接触がない群においても発生し
得る。EHV-1感染症の予防としては、新しく入厩す
るウマに対する検疫、若齢馬、繁殖馬、ショーホー
スの馬群ごとの隔離、および予防接種が重要な管
理法となっているが、完全に予防することはでき
ない。予防接種は比較的短期間の免疫（4～5ヵ月）
しか賦与せず、その免疫も完全な防御はできない。
このことは予防接種を受けたウマでも発症する可
能性があるということを意味している。
　通常、EHV-1の呼吸器型は軽度であり、やがて回
復する。臨床症状は、馬インフルエンザやEHV-4な
ど他のウイルス性呼吸器疾患と類似しており鑑別
が難しい。発症馬は、発熱、発咳、漿液性鼻汁を示し
元気消失となる。
　繁殖にかかる疾病は、EHV-1による症状の中で
最も経済的に重要であると一般的に考えられてい
る。EHV-1感染により妊娠期の最後の三ヶ月間に
流産が引き起こされる。感染子馬は、生まれた場合
でも二次的疾患を伴うことが多く、非常に虚弱で
生後数日のうちに死亡する。ウイルスは繁殖牝馬
へ呼吸器感染し、血中に入り（ウイルス血症）、やが
て胎子に感染する。妊娠馬は通常不顕性感染で、出
産の兆候がないまま流産に至る。レプトスピラ症
などのような胎子が著しく腐敗することがある流
産とは対照的に、胎子は新鮮な状態で流産される。
　どんな流産の場合でも当該馬を隔離し、胎子の
組織を容器に封入し、検査機関に提出しなければ
ならない。そして、診断結果が出されるまでは、当
該馬と接触した牝馬の移動はもちろん、新しい牝
馬も入厩させるべきではない。胎子の組織や羊水
は感染性のものとして扱い、汚染された場所を洗
浄剤で洗浄し、消毒しなければならない。汚染され
た寝藁は袋に封入して廃棄するべきであり、牧草
地にまきちらしてはいけない。
　EHV-1による流産の場合、胎子の組織および羊
水は高濃度のウイルスを含む。また感染した子馬
および母馬は、呼吸器を介してウイルスを排出す

る。EHV-1は、呼吸器および接触した媒介物を介し
て伝播する。しかしながら、ヘルペスウイルスはエ
ンベロープを有するウイルスであり、洗浄剤で十
分に洗浄し、次いで消毒薬を用いることで容易に
不活化される。EHV-1感染を防止するためには、防
疫対策とウマの移動制限が重要である。
　診断は、実験室内検査と肉眼および組織学的検
査によって行われる。肉眼病変として、胸水や腹
水、肋骨による圧痕を伴う肺の肥大および肝臓全
体の散在性の小型白色巣が見られる。しかしなが
ら、剖検では病変を確認できない症例も多い。組織
学的に、EHV-1は多数の組織に壊死病変を形成し、
特に肺および肝臓で顕著である。特徴的な核内封
入体がしばしば認められる。ウイルス検出のため
の一般的な補助検査には、蛍光抗体法、ウイルス分
離およびPCR反応がある。
　EHV-1による流産は、単独でも発生するが、感受
性のある群においては急速に広がり、古くから言
われる「流産の嵐（abortion storm）」に至ることも
ある。管理方法の改善および市販のEHV-1ワクチ
ンによって、EHV-1による流産数は過去30年間で
劇的に減少しており、また発生のほとんどは単発
症例である。ケンタッキー大学の獣医診断研究所
で診断されたEHV-1による流産数を図3に示す。同
時期にEHV-1による新生子死亡と診断された症例

は、2011年に1例、2012年に2例、2014年に1例
だった。
　EHV-1による呼吸器および繁殖系の兆候は良く
知られており、古くから認識されている。よりウイ
ルスから防護するために、ウイルスの潜伏感染や、
長期的な免疫を誘導しより効果の高いワクチンの
生産については研究が続けられているものの、こ
れら二つの病型はよく理解されている。
　EHV-1の兆候のうちであまり理解されていない
のが、馬ヘルペスウイルス脊髄脳症（Equ ine  
Herpesvirus Myeloencephalopathy：EHM）である。
EHMは、しばしば元気消失とともに急性に運動失
調あるいは不全麻痺が起こり、失禁、尾部および肛
門の緊張低下、尾の挙上などの症状を単独あるい
は複合して認める神経系の疾患である。EHMは散
発的な神経疾患として起こるが、しばしばある一
つの馬群内での流行の前兆となることもある。競
馬場、ホースショーおよびその厩舎、乗馬厩舎など
の密集したウマの集団で発生することが多い。通
常、これらのウマはワクチン接種を受けているが、
ワクチン接種は、EHMに対する危険因子とはなら
ないが、防御効果もないように思われる。EHMの
病理はよく理解されているが、疾患の発現と進行
についてはあまり理解が進んでおらず、継続した
研究課題である。EHMの発生予防策としては、直
腸温の測定などウマをしっかりと観察し、発症馬
の迅速な隔離や施設の検疫を頻繁に行うといった
ことが重要である
　EHV-1は、ウマという動物の中で普遍的に存在
し、良く知られているが、まだまだ解明しなければ
ならないことは多い。

連絡先：
Dr. Laura Kennedy
(859) 257-8283
drlaurakennedy@uky.edu 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　米国にある100以上のランドグラント大学

（land-grant collegeおよびuniversity）（訳注：連邦
政府所有地が州政府に供与され、州の発展に寄与
するため特に農業、工学、軍事学教育のために設立
された大学。土地付与大学とも訳される）には、農
業従事者や馬のオーナーなどの一般市民に対し
て、研究に基づいた情報を提供する公開講座担当
の教育者がいる。過去10年間、馬学分野と災害教
育（備え、被害の軽減、対応と復旧）に携わる大学の
専門家と教育者は、協力し合って自分たちが蓄積
している情報を発展させ、公開してきた。それらの
取り組みとして、異なる発信基盤を利用した次の
３つが挙げられる：eXtension（米国大学の公開講
座のウェブサイト：http://learn.extension.org) 、
My Horse University（大学の馬の専門家による共
同サイト：www.myhorseun ivers i ty . com）、
Extension Disaster Education Network（EDEN）

（ 米 国 の 災 害 教 育 者 に よ る 共 同 サ イ ト：
www.eden.lsu.edu）。
　動物の災害対策とバイオセキュリティに関する
オンラインセミナーは、eXtensionおよびMy 
Horse Universityで視聴でき（検索エンジンに 
“disaster”と入力）、同サイトでは他にもウマおよ
び他の家畜に関する情報が豊富に含まれている。
EDENのウェブサイトは、災害に対処するコミュニ
ティ、家族および子供たちのための情報源である
と同時に、特定の災害情報（例えば、干ばつ、ハリ
ケーン、竜巻、動物の疾病）を含む膨大な情報の中
心的存在である。
　注目すべき取り組みとして、EDENによる地域の
農業防災準備の強化（Strengthening Community 
Agrosecurity Preparedness：S-CAP）プログラムが
2日間のコースで行われており、緊急事態管理者
や農業事業主／家畜のオーナーが、それぞれの郡

が抱える脆弱な部分を評価し、地域の要望に沿っ
て強化された農業防災計画を策定するための手助
けとなっている。このコースには、馬のオーナーの
ための災害対応および避難ガイドライン策定に関
する内容がほぼ毎回含まれている。これまでに
S-CAPワークショップが48回行われており、これ
は24州の285郡の居住者2,370万人への対応に相
当する。
　大学とその提携者は、地方における備えを防災
カリキュラムに取り入れており、それには災害発
生前、発生時、発生後における馬の問題に重点を置
いた具体的な題材も含まれている。多くの協力の
基に、EDENの主催者らが定期的に新しい資料を開
発、公表し、共同研究していることに気付くだろ
う。
　災害発生時における馬の管理者に対する情報や
援助が、研究に基づいていることおよび専門家や
市当局によって妥当性を審査されていることはと
もに必須である。馬は世界のどこでも関心が持た
れている動物であり、重大な事態が差し迫るある
いは現に起こっている場合にすぐに利用できる確
実な情報は必須である。危機的状況の最中に、「通
常の」あるいは「ウェブ上で得られる」方法や手段
を基に対応する余裕がある馬の管理者はいない。
ほとんどの場合、馬の管理者は災害に対する備え
に平均30分～2時間かけられるが、場合によって
は、わずか15分しかないこともある。米国西部で
発生した2件の洪水と7件の野火の事例では、当事
者が事前に準備し組織化されている場合、災害時
の対応に要する時間は、馬1頭につき平均わずか
15分だった。それに対して、当事者が準備してい
ない場合は、馬1頭につき約1時間を要した。
　以上のような理由から、馬の管理者は常時、災害
時の計画、装備、人員、避難経路、非常用物資、応急
手当用具と緊急連絡先を準備しておかなければな

らない。eXtension、My Horse Universityおよび
EDENという情報源により、災害被害の減少のため
に専門家により開発された、得がたいかつ事実に
基づく知識を容易に利用することができる。忘れ
てはならない：計画があることによって人間と動
物の命を共に救うことができることを。

連絡先：
Scott Cotton
(307) 235-9400 
Scotton1@uwyo.edu
University of Wyoming Extension Area Educator 
EDEN Agrosecurity Delegate 
Casper, Wyoming

国際情報
2015年第2四半期*
　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。
　米国において、水胞性口炎が2015年4月下旬に
再発生した。ウイルスの血清型はニュージャー
ジー型で、感染はアリゾナ州、コロラド州、ニュー
メキシコ州、テキサス州およびユタ州の25施設に
拡散した。
　メキシコから国境を越えて米国テキサス州に迷
い込んだロバを検査したところ、血清学的に鼻疽
が陽性であった。陽性ロバは5頭の群れのうちの
１頭で、5頭全て臨床的に正常だった。残りの4頭
はBurkholderia mallei抗体陰性だった。陽性ロバ
は、再検査では疑陽性とされたが、安楽殺された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、ア
ラブ首長国連邦（UAE）および米国において数件発
生した。
　馬インフルエンザがドイツ（4施設で1例ずつ）、
イギリス（直近に輸入された動物を含む7件）およ
び米国（4州で発生）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、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。
呼吸器疾患はフランス（3件）、ドイツ（2例）、アイ
ルランド（3例）、米国（いくつかの州）で確認され

た。EHV-1に起因する流産が、フランス(3件)、ドイ
ツ（9例）、日本（7施設において流産7例、生後直死3
例）、イギリス（1例）および米国（3例）で発生した。
EHV-1による神経疾患がドイツ（2例）および米国

（7州で発生、そのほとんどは散発症例）で発生し
た。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11件）、ド
イツ（3例）、スイス（1例）およびイギリス（5件発
生、うち1件は複数症例）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。
　馬媾疹がイギリスで2例確認された。
　馬動脈炎ウイルス感染がドイツの異なる施設で
種牡馬2例に確認された。
　馬アデノウイルスによる呼吸器感染が米国の子
馬1例に確認された。
　馬伝染性貧血がカナダ、フランスおよび米国で
発生した。カナダでは、最西部に位置する4州の9
施設で合計16例が診断された。フランスでは1例、
米国では異なる施設で3例が確認された。
　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いる。スイスでは1例が確認
された。
　馬伝染性子宮炎がドイツで、3施設各1例報告さ
れた。
　米国では2州で、ノカルジア性胎盤炎および流
産の散発的な発生が報告された。ケンタッキー州
では、牝馬の繁殖不全症候群が1例報告された。
サルモネラ症（数例はB群Salmonella 属菌、他はC1
群が関与）が米国で発生した。フランスではロタウ
イルス感染症が5件、子馬に認められた。
　米国において子馬のクロストリジウム症が報告
され、そのうちの数例はC. perfringens 毒素型A型
菌が関与しており、その他はC. difficile 毒素型A/B
株であった。
　東部馬脳炎が米国で9例診断され、そのほとん
どはフロリダ州での発生であった。4例は本疾患
に対するワクチンが未接種であった。米国では、さ
らにオクラホマ州のウマ1例にウエストナイル脳
炎が報告された。
　ロドコッカス症がスイス（1例）および米国（風
土病とされている。複数の州において多数発症）で
報告された。
　散発的に発生した他の疾患としては、ティザー

病（米国の子馬で1例）、類鼻祖（シンガポールの乗
馬学校で1例）、皮膚リーシュマニア症（スイスで1
例）およびアナプラズマ症（ドイツで2例）が報告
された。

＊オーストラリアは第１四半期報告より

ゲタウイルス：ウマの病原体としての重要性
　2014年下半期に日本にある競走馬の厩舎にお
いて本症が発生したことは、ゲタウイルスに対す
る認識とゲタウイルスがウマの病原体であるとい
うことを再喚起した。本ウイルスがウマに疾病を
引き起こすことが最初に認識されたのは、1978年
に日本にある2箇所のトレーニング・センターに
おいて、本疾患が競走馬の多くに広く認められた
ことがきっかけだった（訳注：詳細には、関東地方
の中央と地方競馬のトレーニング・センター各一
箇所と、競走馬の育成牧場2箇所で発生した）。そ
の後、本ウイルスは1990年にインドのサラブレッ
ドの生産牧場において、臨床的に類似した疾病の
発生に関与した。
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に属する、蚊によって媒介されるアルボウイ
ルスである。1968～1970年にサラワク（マレーシ
ア）で採取された蚊から初めて分離された。ユーラ
シアからオーストラリアにおよぶ広い範囲におい
て、ゲタウイルスあるいはゲタウイルスに抗原性
が類似するウイルスが認められている。血清学的
調査の結果、本ウイルスが存在する地域では、ヒ
ト、多種の家畜および野生動物においてその感染
が確認されてきた。日本のウマにおけるゲタウイ
ルスの活動は、血清学的に1961年までさかのぼっ
て確認できる。その後の調査によって、ゲタウイル
ス感染症が日本全国のウマに広がっていることが
示された。しかしながら、ゲタウイルスに起因する
疾病の発生は非常にまれである。
　ゲタウイルスによる自然界での疾病はウマおよ
びブタのみで報告されている。感染したウマの多
くは無症状であるが、ときに発熱、食欲不振、漿液
性鼻汁、後肢の浮腫、強直歩様（訳注：インドの発生
で報告されている）、陰嚢浮腫、顎下リンパ節の腫
脹および蕁麻疹様の皮膚発疹などの軽度な臨床症

状を認める流行を起こすことがある。感染馬は、こ
れらの症状のいくつか、あるいは全てを示すかも
しれない。症状の程度に関わらず、本症は致死的で
はなく、7～14日程度で臨床的に完全に回復する。
対症療法はあまり必要ではない。インドの発生の
記録によると、ゲタウイルスによる妊娠馬の流産
や子馬の先天性異常を引き起こすということは認
められていない。
　ゲタウイルスが発症に関与する他の動物種はブ
タのみである。ウイルスは、生後直死した新生子豚
や自然感染した雌ブタの流産胎子から分離されて
いる。
　ゲタウイルスは主に蚊により媒介され、地域に
よってイエカ属とヤブカ属の異なる種類の蚊に
よって伝播される。ブタは、常在地域においてウイ
ルスの増幅動物としての役割を果たしていると考
えられている。急性期の感染馬の中には多量のウ
イルスを呼吸器に排出するものもいることから、
ウマからウマへの接触感染の可能性は完全には否
定できない。
　ゲタウイルス感染は、鼻腔スワブ、未凝固血

（バッフィーコート）、および唾液（訳注：通常は用
いない）を用いてPCRやウイルス分離による検出
で迅速に診断することができる。また、急性期およ
び回復期の血清を用いた血清学的検査を行うこと
によっても診断することができる。ゲタウイルス
感染と臨床症状が類似する疾病として、馬ウイル
ス性動脈炎あるいはアフリカ馬疫との鑑別診断は
重要である（訳注：両疾病とも日本には存在してい
ない）。
　ゲタウイルス感染の予防と制御には蚊との接触
を減らす対策が基本であり、最も望ましいのは、常
在国においてはリスクの高いウマに対する予防接
種の実施である。
　ゲタウイルスはウマの重要な病原体であると認
識されない限り、広範囲に流行が発生した場合に、
非常に大きな被害を与えかねない。

連絡先：
Dr. Peter Timoney
 (859) 218-1094
ptimoney@uky.edu 

Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

東部馬脳炎
　東部馬脳炎（EEE）は、いくつかある重要な節足
動物媒介性疾患のうちの一つであるが、ウマの
オーナーにとって重大な関心のある疾患である。
EEEは死亡率が90%に達することがある致死的な
疾患である。米国農務省動植物検疫所の獣医部門
は、米国疾病管理予防センター（CDC）や保健所と
協力して、EEEおよびその他の昆虫媒介性疾患の
データを収集している。
　図1は、2003年から2014年におけるウマのEEE
症例の地理的発生分布（黒塗りの州）を示す。しか
し、必ずしも該当する全ての州で毎年症例が発生
するわけではない。図2は、2003年から2014年に
米国で報告されたウマのEEE症例数（疑陽性およ
び陽性確定症例を含む）を示す。

　EEE症例の地理的分布に関わらず、ウマはホー
スショー、競馬、レクリエーション、売買、繁殖およ
びその他の活動のために、短時間で州や国を越え
る輸送がされることから、EEEワクチンの使用が
強く推奨される。アメリカ馬臨床獣医師協会

（AAEP）は、EEEワクチンを「中心となる重要な」ワ
クチンと考えている。
　昆虫の防除および承認された殺虫剤の適切な使
用は、ウエストナイルウイルス感染症、水胞性口炎
および他の昆虫媒介性疾患と同様に、EEEのリス
クを減らすためにも重要である。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
(859) 218-1122 
rmdwyer@uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

無汗症
　無汗症とは、夏の長く暑い期間にしばしば認め
られる一般状態であり、適切な量の汗を産生する
ことができない状態である。体温を適切に維持す
る能力が低下することによって、運動能力は抑制
され、熱射病の危険性が増し、また他の疾病が悪化
することがある。無汗症の原因は不明であるが、ス
トレスホルモンによるウマの汗腺への過度の刺激
が関与すると考えられており、特に夏期に発症す
る。ウマによっては、わずかな発汗量の減少しか認
められず、臨床兆候があまり認められない場合や、
汗の産生が完全に失われて高体温症の症状を示す
場合もある。本症はパフォーマンス馬で最もよく
診断されるが、それ以外のウマも発症し、濃色の被
毛のウマに多く認められる。無汗症は、血中コルチ
ゾール値および呼吸数が上昇するため、特に内科
疾患（例えば代謝疾患あるいは呼吸器疾患など）を
併発しているウマにおいて問題になることがあ
る。
　最も一般的に認められるのは、限局性の無汗症
であり、夏に周囲の温度が上昇するのに伴ってパ
フォーマンスが低下する場合は考慮されなければ

ならない。病歴と運動後の臨床検査によって、正確
に診断することができる。限局性無汗症の臨床徴
候として、呼吸数の増加と直腸温の上昇が挙げら
れ、運動後にこれらが正常範囲に戻るのに要する
時間は延長する（30分以上）。
　暑い季節には、慢性の無汗症のウマは、無気力な
状態に加えて、一般的に被毛が乏しく乾燥してい
る。より運動量の少ない繁殖用牝馬や引退したパ
フォーマンス馬など、どんなウマでも夏の間は無
汗症に罹患する可能性があることに留意しなけれ
ばならない。罹患したウマは、休息時における呼吸
数が上昇し、日陰を探す傾向がある。
　無汗症は、テルブタリン（訳注：βアドレナリン
受容体作動薬。発汗刺激作用がある）の階段希釈剤
を注射することによって確定診断される。これは、
状態の重症度を調べ、治療に対する反応を評価す
るのに有用な場合がある。電解質分析を含む血液
検査もまた、治療計画の作成に有用な場合がある。
最終的に重症例に対して、汗腺の組織学的構造を
調べるために皮膚生検が実施される場合がある
が、確定診断に必要となることはまれである。
　無汗症の治療法にはいくつかの選択肢があり、
あるウマに対して効果的であっても他のウマには
効かないことがある。無汗症のウマに投薬治療を
行い、症状が改善するまでは、日中暑い間の激しい
運動を制限し、施設内に収容し、日陰を作り、風や
ミストをあて、更に冷水をかけるなどして体温の
上昇を抑制しなければならない。最も単純な処置
は、環境の管理を行うとともに、血液化学検査で見
つかった異常所見に対応した電解質を補給するこ
とである。通常の治療法に反応しない症例のため
の最後の手段は、ウマを気温があまり高くなく湿
潤な気候の地方に移動させることで、汗をかく能
力が回復する可能性がある。

連絡先：
Dr. Joan Gariboldi
(859) 333-5303
jcgariboldi@gmail.com 
Lexington, Kentucky

ウマヘルペスウイルス1型の症状

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、ウマによ
く認められる5種類のヘルペスウイルスのうちの
1つである。EHV-1感染症は、呼吸器系、繁殖系およ
び神経系の3種類の症候群を発現する。他のヘル
ペスウイルスと同様にEHV-1は潜伏感染するた
め、他のウマとの接触がない群においても発生し
得る。EHV-1感染症の予防としては、新しく入厩す
るウマに対する検疫、若齢馬、繁殖馬、ショーホー
スの馬群ごとの隔離、および予防接種が重要な管
理法となっているが、完全に予防することはでき
ない。予防接種は比較的短期間の免疫（4～5ヵ月）
しか賦与せず、その免疫も完全な防御はできない。
このことは予防接種を受けたウマでも発症する可
能性があるということを意味している。
　通常、EHV-1の呼吸器型は軽度であり、やがて回
復する。臨床症状は、馬インフルエンザやEHV-4な
ど他のウイルス性呼吸器疾患と類似しており鑑別
が難しい。発症馬は、発熱、発咳、漿液性鼻汁を示し
元気消失となる。
　繁殖にかかる疾病は、EHV-1による症状の中で
最も経済的に重要であると一般的に考えられてい
る。EHV-1感染により妊娠期の最後の三ヶ月間に
流産が引き起こされる。感染子馬は、生まれた場合
でも二次的疾患を伴うことが多く、非常に虚弱で
生後数日のうちに死亡する。ウイルスは繁殖牝馬
へ呼吸器感染し、血中に入り（ウイルス血症）、やが
て胎子に感染する。妊娠馬は通常不顕性感染で、出
産の兆候がないまま流産に至る。レプトスピラ症
などのような胎子が著しく腐敗することがある流
産とは対照的に、胎子は新鮮な状態で流産される。
　どんな流産の場合でも当該馬を隔離し、胎子の
組織を容器に封入し、検査機関に提出しなければ
ならない。そして、診断結果が出されるまでは、当
該馬と接触した牝馬の移動はもちろん、新しい牝
馬も入厩させるべきではない。胎子の組織や羊水
は感染性のものとして扱い、汚染された場所を洗
浄剤で洗浄し、消毒しなければならない。汚染され
た寝藁は袋に封入して廃棄するべきであり、牧草
地にまきちらしてはいけない。
　EHV-1による流産の場合、胎子の組織および羊
水は高濃度のウイルスを含む。また感染した子馬
および母馬は、呼吸器を介してウイルスを排出す

る。EHV-1は、呼吸器および接触した媒介物を介し
て伝播する。しかしながら、ヘルペスウイルスはエ
ンベロープを有するウイルスであり、洗浄剤で十
分に洗浄し、次いで消毒薬を用いることで容易に
不活化される。EHV-1感染を防止するためには、防
疫対策とウマの移動制限が重要である。
　診断は、実験室内検査と肉眼および組織学的検
査によって行われる。肉眼病変として、胸水や腹
水、肋骨による圧痕を伴う肺の肥大および肝臓全
体の散在性の小型白色巣が見られる。しかしなが
ら、剖検では病変を確認できない症例も多い。組織
学的に、EHV-1は多数の組織に壊死病変を形成し、
特に肺および肝臓で顕著である。特徴的な核内封
入体がしばしば認められる。ウイルス検出のため
の一般的な補助検査には、蛍光抗体法、ウイルス分
離およびPCR反応がある。
　EHV-1による流産は、単独でも発生するが、感受
性のある群においては急速に広がり、古くから言
われる「流産の嵐（abortion storm）」に至ることも
ある。管理方法の改善および市販のEHV-1ワクチ
ンによって、EHV-1による流産数は過去30年間で
劇的に減少しており、また発生のほとんどは単発
症例である。ケンタッキー大学の獣医診断研究所
で診断されたEHV-1による流産数を図3に示す。同
時期にEHV-1による新生子死亡と診断された症例

は、2011年に1例、2012年に2例、2014年に1例
だった。
　EHV-1による呼吸器および繁殖系の兆候は良く
知られており、古くから認識されている。よりウイ
ルスから防護するために、ウイルスの潜伏感染や、
長期的な免疫を誘導しより効果の高いワクチンの
生産については研究が続けられているものの、こ
れら二つの病型はよく理解されている。
　EHV-1の兆候のうちであまり理解されていない
のが、馬ヘルペスウイルス脊髄脳症（Equ ine  
Herpesvirus Myeloencephalopathy：EHM）である。
EHMは、しばしば元気消失とともに急性に運動失
調あるいは不全麻痺が起こり、失禁、尾部および肛
門の緊張低下、尾の挙上などの症状を単独あるい
は複合して認める神経系の疾患である。EHMは散
発的な神経疾患として起こるが、しばしばある一
つの馬群内での流行の前兆となることもある。競
馬場、ホースショーおよびその厩舎、乗馬厩舎など
の密集したウマの集団で発生することが多い。通
常、これらのウマはワクチン接種を受けているが、
ワクチン接種は、EHMに対する危険因子とはなら
ないが、防御効果もないように思われる。EHMの
病理はよく理解されているが、疾患の発現と進行
についてはあまり理解が進んでおらず、継続した
研究課題である。EHMの発生予防策としては、直
腸温の測定などウマをしっかりと観察し、発症馬
の迅速な隔離や施設の検疫を頻繁に行うといった
ことが重要である
　EHV-1は、ウマという動物の中で普遍的に存在
し、良く知られているが、まだまだ解明しなければ
ならないことは多い。

連絡先：
Dr. Laura Kennedy
(859) 257-8283
drlaurakennedy@uky.edu 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　米国にある100以上のランドグラント大学

（land-grant collegeおよびuniversity）（訳注：連邦
政府所有地が州政府に供与され、州の発展に寄与
するため特に農業、工学、軍事学教育のために設立
された大学。土地付与大学とも訳される）には、農
業従事者や馬のオーナーなどの一般市民に対し
て、研究に基づいた情報を提供する公開講座担当
の教育者がいる。過去10年間、馬学分野と災害教
育（備え、被害の軽減、対応と復旧）に携わる大学の
専門家と教育者は、協力し合って自分たちが蓄積
している情報を発展させ、公開してきた。それらの
取り組みとして、異なる発信基盤を利用した次の
３つが挙げられる：eXtension（米国大学の公開講
座のウェブサイト：http://learn.extension.org) 、
My Horse University（大学の馬の専門家による共
同サイト：www.myhorseun ivers i ty . com）、
Extension Disaster Education Network（EDEN）

（ 米 国 の 災 害 教 育 者 に よ る 共 同 サ イ ト：
www.eden.lsu.edu）。
　動物の災害対策とバイオセキュリティに関する
オンラインセミナーは、eXtensionおよびMy 
Horse Universityで視聴でき（検索エンジンに 
“disaster”と入力）、同サイトでは他にもウマおよ
び他の家畜に関する情報が豊富に含まれている。
EDENのウェブサイトは、災害に対処するコミュニ
ティ、家族および子供たちのための情報源である
と同時に、特定の災害情報（例えば、干ばつ、ハリ
ケーン、竜巻、動物の疾病）を含む膨大な情報の中
心的存在である。
　注目すべき取り組みとして、EDENによる地域の
農業防災準備の強化（Strengthening Community 
Agrosecurity Preparedness：S-CAP）プログラムが
2日間のコースで行われており、緊急事態管理者
や農業事業主／家畜のオーナーが、それぞれの郡

が抱える脆弱な部分を評価し、地域の要望に沿っ
て強化された農業防災計画を策定するための手助
けとなっている。このコースには、馬のオーナーの
ための災害対応および避難ガイドライン策定に関
する内容がほぼ毎回含まれている。これまでに
S-CAPワークショップが48回行われており、これ
は24州の285郡の居住者2,370万人への対応に相
当する。
　大学とその提携者は、地方における備えを防災
カリキュラムに取り入れており、それには災害発
生前、発生時、発生後における馬の問題に重点を置
いた具体的な題材も含まれている。多くの協力の
基に、EDENの主催者らが定期的に新しい資料を開
発、公表し、共同研究していることに気付くだろ
う。
　災害発生時における馬の管理者に対する情報や
援助が、研究に基づいていることおよび専門家や
市当局によって妥当性を審査されていることはと
もに必須である。馬は世界のどこでも関心が持た
れている動物であり、重大な事態が差し迫るある
いは現に起こっている場合にすぐに利用できる確
実な情報は必須である。危機的状況の最中に、「通
常の」あるいは「ウェブ上で得られる」方法や手段
を基に対応する余裕がある馬の管理者はいない。
ほとんどの場合、馬の管理者は災害に対する備え
に平均30分～2時間かけられるが、場合によって
は、わずか15分しかないこともある。米国西部で
発生した2件の洪水と7件の野火の事例では、当事
者が事前に準備し組織化されている場合、災害時
の対応に要する時間は、馬1頭につき平均わずか
15分だった。それに対して、当事者が準備してい
ない場合は、馬1頭につき約1時間を要した。
　以上のような理由から、馬の管理者は常時、災害
時の計画、装備、人員、避難経路、非常用物資、応急
手当用具と緊急連絡先を準備しておかなければな

らない。eXtension、My Horse Universityおよび
EDENという情報源により、災害被害の減少のため
に専門家により開発された、得がたいかつ事実に
基づく知識を容易に利用することができる。忘れ
てはならない：計画があることによって人間と動
物の命を共に救うことができることを。

連絡先：
Scott Cotton
(307) 235-9400 
Scotton1@uwyo.edu
University of Wyoming Extension Area Educator 
EDEN Agrosecurity Delegate 
Casper, Wyoming

国際情報
2015年第2四半期*
　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。
　米国において、水胞性口炎が2015年4月下旬に
再発生した。ウイルスの血清型はニュージャー
ジー型で、感染はアリゾナ州、コロラド州、ニュー
メキシコ州、テキサス州およびユタ州の25施設に
拡散した。
　メキシコから国境を越えて米国テキサス州に迷
い込んだロバを検査したところ、血清学的に鼻疽
が陽性であった。陽性ロバは5頭の群れのうちの
１頭で、5頭全て臨床的に正常だった。残りの4頭
はBurkholderia mallei抗体陰性だった。陽性ロバ
は、再検査では疑陽性とされたが、安楽殺された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、ア
ラブ首長国連邦（UAE）および米国において数件発
生した。
　馬インフルエンザがドイツ（4施設で1例ずつ）、
イギリス（直近に輸入された動物を含む7件）およ
び米国（4州で発生）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、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。
呼吸器疾患はフランス（3件）、ドイツ（2例）、アイ
ルランド（3例）、米国（いくつかの州）で確認され

た。EHV-1に起因する流産が、フランス(3件)、ドイ
ツ（9例）、日本（7施設において流産7例、生後直死3
例）、イギリス（1例）および米国（3例）で発生した。
EHV-1による神経疾患がドイツ（2例）および米国

（7州で発生、そのほとんどは散発症例）で発生し
た。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11件）、ド
イツ（3例）、スイス（1例）およびイギリス（5件発
生、うち1件は複数症例）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。
　馬媾疹がイギリスで2例確認された。
　馬動脈炎ウイルス感染がドイツの異なる施設で
種牡馬2例に確認された。
　馬アデノウイルスによる呼吸器感染が米国の子
馬1例に確認された。
　馬伝染性貧血がカナダ、フランスおよび米国で
発生した。カナダでは、最西部に位置する4州の9
施設で合計16例が診断された。フランスでは1例、
米国では異なる施設で3例が確認された。
　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いる。スイスでは1例が確認
された。
　馬伝染性子宮炎がドイツで、3施設各1例報告さ
れた。
　米国では2州で、ノカルジア性胎盤炎および流
産の散発的な発生が報告された。ケンタッキー州
では、牝馬の繁殖不全症候群が1例報告された。
サルモネラ症（数例はB群Salmonella 属菌、他はC1
群が関与）が米国で発生した。フランスではロタウ
イルス感染症が5件、子馬に認められた。
　米国において子馬のクロストリジウム症が報告
され、そのうちの数例はC. perfringens 毒素型A型
菌が関与しており、その他はC. difficile 毒素型A/B
株であった。
　東部馬脳炎が米国で9例診断され、そのほとん
どはフロリダ州での発生であった。4例は本疾患
に対するワクチンが未接種であった。米国では、さ
らにオクラホマ州のウマ1例にウエストナイル脳
炎が報告された。
　ロドコッカス症がスイス（1例）および米国（風
土病とされている。複数の州において多数発症）で
報告された。
　散発的に発生した他の疾患としては、ティザー

病（米国の子馬で1例）、類鼻祖（シンガポールの乗
馬学校で1例）、皮膚リーシュマニア症（スイスで1
例）およびアナプラズマ症（ドイツで2例）が報告
された。

＊オーストラリアは第１四半期報告より

ゲタウイルス：ウマの病原体としての重要性
　2014年下半期に日本にある競走馬の厩舎にお
いて本症が発生したことは、ゲタウイルスに対す
る認識とゲタウイルスがウマの病原体であるとい
うことを再喚起した。本ウイルスがウマに疾病を
引き起こすことが最初に認識されたのは、1978年
に日本にある2箇所のトレーニング・センターに
おいて、本疾患が競走馬の多くに広く認められた
ことがきっかけだった（訳注：詳細には、関東地方
の中央と地方競馬のトレーニング・センター各一
箇所と、競走馬の育成牧場2箇所で発生した）。そ
の後、本ウイルスは1990年にインドのサラブレッ
ドの生産牧場において、臨床的に類似した疾病の
発生に関与した。
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に属する、蚊によって媒介されるアルボウイ
ルスである。1968～1970年にサラワク（マレーシ
ア）で採取された蚊から初めて分離された。ユーラ
シアからオーストラリアにおよぶ広い範囲におい
て、ゲタウイルスあるいはゲタウイルスに抗原性
が類似するウイルスが認められている。血清学的
調査の結果、本ウイルスが存在する地域では、ヒ
ト、多種の家畜および野生動物においてその感染
が確認されてきた。日本のウマにおけるゲタウイ
ルスの活動は、血清学的に1961年までさかのぼっ
て確認できる。その後の調査によって、ゲタウイル
ス感染症が日本全国のウマに広がっていることが
示された。しかしながら、ゲタウイルスに起因する
疾病の発生は非常にまれである。
　ゲタウイルスによる自然界での疾病はウマおよ
びブタのみで報告されている。感染したウマの多
くは無症状であるが、ときに発熱、食欲不振、漿液
性鼻汁、後肢の浮腫、強直歩様（訳注：インドの発生
で報告されている）、陰嚢浮腫、顎下リンパ節の腫
脹および蕁麻疹様の皮膚発疹などの軽度な臨床症

状を認める流行を起こすことがある。感染馬は、こ
れらの症状のいくつか、あるいは全てを示すかも
しれない。症状の程度に関わらず、本症は致死的で
はなく、7～14日程度で臨床的に完全に回復する。
対症療法はあまり必要ではない。インドの発生の
記録によると、ゲタウイルスによる妊娠馬の流産
や子馬の先天性異常を引き起こすということは認
められていない。
　ゲタウイルスが発症に関与する他の動物種はブ
タのみである。ウイルスは、生後直死した新生子豚
や自然感染した雌ブタの流産胎子から分離されて
いる。
　ゲタウイルスは主に蚊により媒介され、地域に
よってイエカ属とヤブカ属の異なる種類の蚊に
よって伝播される。ブタは、常在地域においてウイ
ルスの増幅動物としての役割を果たしていると考
えられている。急性期の感染馬の中には多量のウ
イルスを呼吸器に排出するものもいることから、
ウマからウマへの接触感染の可能性は完全には否
定できない。
　ゲタウイルス感染は、鼻腔スワブ、未凝固血

（バッフィーコート）、および唾液（訳注：通常は用
いない）を用いてPCRやウイルス分離による検出
で迅速に診断することができる。また、急性期およ
び回復期の血清を用いた血清学的検査を行うこと
によっても診断することができる。ゲタウイルス
感染と臨床症状が類似する疾病として、馬ウイル
ス性動脈炎あるいはアフリカ馬疫との鑑別診断は
重要である（訳注：両疾病とも日本には存在してい
ない）。
　ゲタウイルス感染の予防と制御には蚊との接触
を減らす対策が基本であり、最も望ましいのは、常
在国においてはリスクの高いウマに対する予防接
種の実施である。
　ゲタウイルスはウマの重要な病原体であると認
識されない限り、広範囲に流行が発生した場合に、
非常に大きな被害を与えかねない。

連絡先：
Dr. Peter Timoney
 (859) 218-1094
ptimoney@uky.edu 

Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

東部馬脳炎
　東部馬脳炎（EEE）は、いくつかある重要な節足
動物媒介性疾患のうちの一つであるが、ウマの
オーナーにとって重大な関心のある疾患である。
EEEは死亡率が90%に達することがある致死的な
疾患である。米国農務省動植物検疫所の獣医部門
は、米国疾病管理予防センター（CDC）や保健所と
協力して、EEEおよびその他の昆虫媒介性疾患の
データを収集している。
　図1は、2003年から2014年におけるウマのEEE
症例の地理的発生分布（黒塗りの州）を示す。しか
し、必ずしも該当する全ての州で毎年症例が発生
するわけではない。図2は、2003年から2014年に
米国で報告されたウマのEEE症例数（疑陽性およ
び陽性確定症例を含む）を示す。

　EEE症例の地理的分布に関わらず、ウマはホー
スショー、競馬、レクリエーション、売買、繁殖およ
びその他の活動のために、短時間で州や国を越え
る輸送がされることから、EEEワクチンの使用が
強く推奨される。アメリカ馬臨床獣医師協会

（AAEP）は、EEEワクチンを「中心となる重要な」ワ
クチンと考えている。
　昆虫の防除および承認された殺虫剤の適切な使
用は、ウエストナイルウイルス感染症、水胞性口炎
および他の昆虫媒介性疾患と同様に、EEEのリス
クを減らすためにも重要である。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
(859) 218-1122 
rmdwyer@uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

無汗症
　無汗症とは、夏の長く暑い期間にしばしば認め
られる一般状態であり、適切な量の汗を産生する
ことができない状態である。体温を適切に維持す
る能力が低下することによって、運動能力は抑制
され、熱射病の危険性が増し、また他の疾病が悪化
することがある。無汗症の原因は不明であるが、ス
トレスホルモンによるウマの汗腺への過度の刺激
が関与すると考えられており、特に夏期に発症す
る。ウマによっては、わずかな発汗量の減少しか認
められず、臨床兆候があまり認められない場合や、
汗の産生が完全に失われて高体温症の症状を示す
場合もある。本症はパフォーマンス馬で最もよく
診断されるが、それ以外のウマも発症し、濃色の被
毛のウマに多く認められる。無汗症は、血中コルチ
ゾール値および呼吸数が上昇するため、特に内科
疾患（例えば代謝疾患あるいは呼吸器疾患など）を
併発しているウマにおいて問題になることがあ
る。
　最も一般的に認められるのは、限局性の無汗症
であり、夏に周囲の温度が上昇するのに伴ってパ
フォーマンスが低下する場合は考慮されなければ

ならない。病歴と運動後の臨床検査によって、正確
に診断することができる。限局性無汗症の臨床徴
候として、呼吸数の増加と直腸温の上昇が挙げら
れ、運動後にこれらが正常範囲に戻るのに要する
時間は延長する（30分以上）。
　暑い季節には、慢性の無汗症のウマは、無気力な
状態に加えて、一般的に被毛が乏しく乾燥してい
る。より運動量の少ない繁殖用牝馬や引退したパ
フォーマンス馬など、どんなウマでも夏の間は無
汗症に罹患する可能性があることに留意しなけれ
ばならない。罹患したウマは、休息時における呼吸
数が上昇し、日陰を探す傾向がある。
　無汗症は、テルブタリン（訳注：βアドレナリン
受容体作動薬。発汗刺激作用がある）の階段希釈剤
を注射することによって確定診断される。これは、
状態の重症度を調べ、治療に対する反応を評価す
るのに有用な場合がある。電解質分析を含む血液
検査もまた、治療計画の作成に有用な場合がある。
最終的に重症例に対して、汗腺の組織学的構造を
調べるために皮膚生検が実施される場合がある
が、確定診断に必要となることはまれである。
　無汗症の治療法にはいくつかの選択肢があり、
あるウマに対して効果的であっても他のウマには
効かないことがある。無汗症のウマに投薬治療を
行い、症状が改善するまでは、日中暑い間の激しい
運動を制限し、施設内に収容し、日陰を作り、風や
ミストをあて、更に冷水をかけるなどして体温の
上昇を抑制しなければならない。最も単純な処置
は、環境の管理を行うとともに、血液化学検査で見
つかった異常所見に対応した電解質を補給するこ
とである。通常の治療法に反応しない症例のため
の最後の手段は、ウマを気温があまり高くなく湿
潤な気候の地方に移動させることで、汗をかく能
力が回復する可能性がある。

連絡先：
Dr. Joan Gariboldi
(859) 333-5303
jcgariboldi@gmail.com 
Lexington, Kentucky

ウマヘルペスウイルス1型の症状

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、ウマによ
く認められる5種類のヘルペスウイルスのうちの
1つである。EHV-1感染症は、呼吸器系、繁殖系およ
び神経系の3種類の症候群を発現する。他のヘル
ペスウイルスと同様にEHV-1は潜伏感染するた
め、他のウマとの接触がない群においても発生し
得る。EHV-1感染症の予防としては、新しく入厩す
るウマに対する検疫、若齢馬、繁殖馬、ショーホー
スの馬群ごとの隔離、および予防接種が重要な管
理法となっているが、完全に予防することはでき
ない。予防接種は比較的短期間の免疫（4～5ヵ月）
しか賦与せず、その免疫も完全な防御はできない。
このことは予防接種を受けたウマでも発症する可
能性があるということを意味している。
　通常、EHV-1の呼吸器型は軽度であり、やがて回
復する。臨床症状は、馬インフルエンザやEHV-4な
ど他のウイルス性呼吸器疾患と類似しており鑑別
が難しい。発症馬は、発熱、発咳、漿液性鼻汁を示し
元気消失となる。
　繁殖にかかる疾病は、EHV-1による症状の中で
最も経済的に重要であると一般的に考えられてい
る。EHV-1感染により妊娠期の最後の三ヶ月間に
流産が引き起こされる。感染子馬は、生まれた場合
でも二次的疾患を伴うことが多く、非常に虚弱で
生後数日のうちに死亡する。ウイルスは繁殖牝馬
へ呼吸器感染し、血中に入り（ウイルス血症）、やが
て胎子に感染する。妊娠馬は通常不顕性感染で、出
産の兆候がないまま流産に至る。レプトスピラ症
などのような胎子が著しく腐敗することがある流
産とは対照的に、胎子は新鮮な状態で流産される。
　どんな流産の場合でも当該馬を隔離し、胎子の
組織を容器に封入し、検査機関に提出しなければ
ならない。そして、診断結果が出されるまでは、当
該馬と接触した牝馬の移動はもちろん、新しい牝
馬も入厩させるべきではない。胎子の組織や羊水
は感染性のものとして扱い、汚染された場所を洗
浄剤で洗浄し、消毒しなければならない。汚染され
た寝藁は袋に封入して廃棄するべきであり、牧草
地にまきちらしてはいけない。
　EHV-1による流産の場合、胎子の組織および羊
水は高濃度のウイルスを含む。また感染した子馬
および母馬は、呼吸器を介してウイルスを排出す

る。EHV-1は、呼吸器および接触した媒介物を介し
て伝播する。しかしながら、ヘルペスウイルスはエ
ンベロープを有するウイルスであり、洗浄剤で十
分に洗浄し、次いで消毒薬を用いることで容易に
不活化される。EHV-1感染を防止するためには、防
疫対策とウマの移動制限が重要である。
　診断は、実験室内検査と肉眼および組織学的検
査によって行われる。肉眼病変として、胸水や腹
水、肋骨による圧痕を伴う肺の肥大および肝臓全
体の散在性の小型白色巣が見られる。しかしなが
ら、剖検では病変を確認できない症例も多い。組織
学的に、EHV-1は多数の組織に壊死病変を形成し、
特に肺および肝臓で顕著である。特徴的な核内封
入体がしばしば認められる。ウイルス検出のため
の一般的な補助検査には、蛍光抗体法、ウイルス分
離およびPCR反応がある。
　EHV-1による流産は、単独でも発生するが、感受
性のある群においては急速に広がり、古くから言
われる「流産の嵐（abortion storm）」に至ることも
ある。管理方法の改善および市販のEHV-1ワクチ
ンによって、EHV-1による流産数は過去30年間で
劇的に減少しており、また発生のほとんどは単発
症例である。ケンタッキー大学の獣医診断研究所
で診断されたEHV-1による流産数を図3に示す。同
時期にEHV-1による新生子死亡と診断された症例

は、2011年に1例、2012年に2例、2014年に1例
だった。
　EHV-1による呼吸器および繁殖系の兆候は良く
知られており、古くから認識されている。よりウイ
ルスから防護するために、ウイルスの潜伏感染や、
長期的な免疫を誘導しより効果の高いワクチンの
生産については研究が続けられているものの、こ
れら二つの病型はよく理解されている。
　EHV-1の兆候のうちであまり理解されていない
のが、馬ヘルペスウイルス脊髄脳症（Equ ine  
Herpesvirus Myeloencephalopathy：EHM）である。
EHMは、しばしば元気消失とともに急性に運動失
調あるいは不全麻痺が起こり、失禁、尾部および肛
門の緊張低下、尾の挙上などの症状を単独あるい
は複合して認める神経系の疾患である。EHMは散
発的な神経疾患として起こるが、しばしばある一
つの馬群内での流行の前兆となることもある。競
馬場、ホースショーおよびその厩舎、乗馬厩舎など
の密集したウマの集団で発生することが多い。通
常、これらのウマはワクチン接種を受けているが、
ワクチン接種は、EHMに対する危険因子とはなら
ないが、防御効果もないように思われる。EHMの
病理はよく理解されているが、疾患の発現と進行
についてはあまり理解が進んでおらず、継続した
研究課題である。EHMの発生予防策としては、直
腸温の測定などウマをしっかりと観察し、発症馬
の迅速な隔離や施設の検疫を頻繁に行うといった
ことが重要である
　EHV-1は、ウマという動物の中で普遍的に存在
し、良く知られているが、まだまだ解明しなければ
ならないことは多い。

連絡先：
Dr. Laura Kennedy
(859) 257-8283
drlaurakennedy@uky.edu 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　米国にある100以上のランドグラント大学

（land-grant collegeおよびuniversity）（訳注：連邦
政府所有地が州政府に供与され、州の発展に寄与
するため特に農業、工学、軍事学教育のために設立
された大学。土地付与大学とも訳される）には、農
業従事者や馬のオーナーなどの一般市民に対し
て、研究に基づいた情報を提供する公開講座担当
の教育者がいる。過去10年間、馬学分野と災害教
育（備え、被害の軽減、対応と復旧）に携わる大学の
専門家と教育者は、協力し合って自分たちが蓄積
している情報を発展させ、公開してきた。それらの
取り組みとして、異なる発信基盤を利用した次の
３つが挙げられる：eXtension（米国大学の公開講
座のウェブサイト：http://learn.extension.org) 、
My Horse University（大学の馬の専門家による共
同サイト：www.myhorseun ivers i ty . com）、
Extension Disaster Education Network（EDEN）

（ 米 国 の 災 害 教 育 者 に よ る 共 同 サ イ ト：
www.eden.lsu.edu）。
　動物の災害対策とバイオセキュリティに関する
オンラインセミナーは、eXtensionおよびMy 
Horse Universityで視聴でき（検索エンジンに 
“disaster”と入力）、同サイトでは他にもウマおよ
び他の家畜に関する情報が豊富に含まれている。
EDENのウェブサイトは、災害に対処するコミュニ
ティ、家族および子供たちのための情報源である
と同時に、特定の災害情報（例えば、干ばつ、ハリ
ケーン、竜巻、動物の疾病）を含む膨大な情報の中
心的存在である。
　注目すべき取り組みとして、EDENによる地域の
農業防災準備の強化（Strengthening Community 
Agrosecurity Preparedness：S-CAP）プログラムが
2日間のコースで行われており、緊急事態管理者
や農業事業主／家畜のオーナーが、それぞれの郡

が抱える脆弱な部分を評価し、地域の要望に沿っ
て強化された農業防災計画を策定するための手助
けとなっている。このコースには、馬のオーナーの
ための災害対応および避難ガイドライン策定に関
する内容がほぼ毎回含まれている。これまでに
S-CAPワークショップが48回行われており、これ
は24州の285郡の居住者2,370万人への対応に相
当する。
　大学とその提携者は、地方における備えを防災
カリキュラムに取り入れており、それには災害発
生前、発生時、発生後における馬の問題に重点を置
いた具体的な題材も含まれている。多くの協力の
基に、EDENの主催者らが定期的に新しい資料を開
発、公表し、共同研究していることに気付くだろ
う。
　災害発生時における馬の管理者に対する情報や
援助が、研究に基づいていることおよび専門家や
市当局によって妥当性を審査されていることはと
もに必須である。馬は世界のどこでも関心が持た
れている動物であり、重大な事態が差し迫るある
いは現に起こっている場合にすぐに利用できる確
実な情報は必須である。危機的状況の最中に、「通
常の」あるいは「ウェブ上で得られる」方法や手段
を基に対応する余裕がある馬の管理者はいない。
ほとんどの場合、馬の管理者は災害に対する備え
に平均30分～2時間かけられるが、場合によって
は、わずか15分しかないこともある。米国西部で
発生した2件の洪水と7件の野火の事例では、当事
者が事前に準備し組織化されている場合、災害時
の対応に要する時間は、馬1頭につき平均わずか
15分だった。それに対して、当事者が準備してい
ない場合は、馬1頭につき約1時間を要した。
　以上のような理由から、馬の管理者は常時、災害
時の計画、装備、人員、避難経路、非常用物資、応急
手当用具と緊急連絡先を準備しておかなければな

らない。eXtension、My Horse Universityおよび
EDENという情報源により、災害被害の減少のため
に専門家により開発された、得がたいかつ事実に
基づく知識を容易に利用することができる。忘れ
てはならない：計画があることによって人間と動
物の命を共に救うことができることを。

連絡先：
Scott Cotton
(307) 235-9400 
Scotton1@uwyo.edu
University of Wyoming Extension Area Educator 
EDEN Agrosecurity Delegate 
Casper, Wyoming

国際情報
2015年第2四半期*
　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。
　米国において、水胞性口炎が2015年4月下旬に
再発生した。ウイルスの血清型はニュージャー
ジー型で、感染はアリゾナ州、コロラド州、ニュー
メキシコ州、テキサス州およびユタ州の25施設に
拡散した。
　メキシコから国境を越えて米国テキサス州に迷
い込んだロバを検査したところ、血清学的に鼻疽
が陽性であった。陽性ロバは5頭の群れのうちの
１頭で、5頭全て臨床的に正常だった。残りの4頭
はBurkholderia mallei抗体陰性だった。陽性ロバ
は、再検査では疑陽性とされたが、安楽殺された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、ア
ラブ首長国連邦（UAE）および米国において数件発
生した。
　馬インフルエンザがドイツ（4施設で1例ずつ）、
イギリス（直近に輸入された動物を含む7件）およ
び米国（4州で発生）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、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。
呼吸器疾患はフランス（3件）、ドイツ（2例）、アイ
ルランド（3例）、米国（いくつかの州）で確認され

た。EHV-1に起因する流産が、フランス(3件)、ドイ
ツ（9例）、日本（7施設において流産7例、生後直死3
例）、イギリス（1例）および米国（3例）で発生した。
EHV-1による神経疾患がドイツ（2例）および米国

（7州で発生、そのほとんどは散発症例）で発生し
た。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11件）、ド
イツ（3例）、スイス（1例）およびイギリス（5件発
生、うち1件は複数症例）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。
　馬媾疹がイギリスで2例確認された。
　馬動脈炎ウイルス感染がドイツの異なる施設で
種牡馬2例に確認された。
　馬アデノウイルスによる呼吸器感染が米国の子
馬1例に確認された。
　馬伝染性貧血がカナダ、フランスおよび米国で
発生した。カナダでは、最西部に位置する4州の9
施設で合計16例が診断された。フランスでは1例、
米国では異なる施設で3例が確認された。
　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いる。スイスでは1例が確認
された。
　馬伝染性子宮炎がドイツで、3施設各1例報告さ
れた。
　米国では2州で、ノカルジア性胎盤炎および流
産の散発的な発生が報告された。ケンタッキー州
では、牝馬の繁殖不全症候群が1例報告された。
サルモネラ症（数例はB群Salmonella 属菌、他はC1
群が関与）が米国で発生した。フランスではロタウ
イルス感染症が5件、子馬に認められた。
　米国において子馬のクロストリジウム症が報告
され、そのうちの数例はC. perfringens 毒素型A型
菌が関与しており、その他はC. difficile 毒素型A/B
株であった。
　東部馬脳炎が米国で9例診断され、そのほとん
どはフロリダ州での発生であった。4例は本疾患
に対するワクチンが未接種であった。米国では、さ
らにオクラホマ州のウマ1例にウエストナイル脳
炎が報告された。
　ロドコッカス症がスイス（1例）および米国（風
土病とされている。複数の州において多数発症）で
報告された。
　散発的に発生した他の疾患としては、ティザー

病（米国の子馬で1例）、類鼻祖（シンガポールの乗
馬学校で1例）、皮膚リーシュマニア症（スイスで1
例）およびアナプラズマ症（ドイツで2例）が報告
された。

＊オーストラリアは第１四半期報告より

ゲタウイルス：ウマの病原体としての重要性
　2014年下半期に日本にある競走馬の厩舎にお
いて本症が発生したことは、ゲタウイルスに対す
る認識とゲタウイルスがウマの病原体であるとい
うことを再喚起した。本ウイルスがウマに疾病を
引き起こすことが最初に認識されたのは、1978年
に日本にある2箇所のトレーニング・センターに
おいて、本疾患が競走馬の多くに広く認められた
ことがきっかけだった（訳注：詳細には、関東地方
の中央と地方競馬のトレーニング・センター各一
箇所と、競走馬の育成牧場2箇所で発生した）。そ
の後、本ウイルスは1990年にインドのサラブレッ
ドの生産牧場において、臨床的に類似した疾病の
発生に関与した。
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に属する、蚊によって媒介されるアルボウイ
ルスである。1968～1970年にサラワク（マレーシ
ア）で採取された蚊から初めて分離された。ユーラ
シアからオーストラリアにおよぶ広い範囲におい
て、ゲタウイルスあるいはゲタウイルスに抗原性
が類似するウイルスが認められている。血清学的
調査の結果、本ウイルスが存在する地域では、ヒ
ト、多種の家畜および野生動物においてその感染
が確認されてきた。日本のウマにおけるゲタウイ
ルスの活動は、血清学的に1961年までさかのぼっ
て確認できる。その後の調査によって、ゲタウイル
ス感染症が日本全国のウマに広がっていることが
示された。しかしながら、ゲタウイルスに起因する
疾病の発生は非常にまれである。
　ゲタウイルスによる自然界での疾病はウマおよ
びブタのみで報告されている。感染したウマの多
くは無症状であるが、ときに発熱、食欲不振、漿液
性鼻汁、後肢の浮腫、強直歩様（訳注：インドの発生
で報告されている）、陰嚢浮腫、顎下リンパ節の腫
脹および蕁麻疹様の皮膚発疹などの軽度な臨床症

状を認める流行を起こすことがある。感染馬は、こ
れらの症状のいくつか、あるいは全てを示すかも
しれない。症状の程度に関わらず、本症は致死的で
はなく、7～14日程度で臨床的に完全に回復する。
対症療法はあまり必要ではない。インドの発生の
記録によると、ゲタウイルスによる妊娠馬の流産
や子馬の先天性異常を引き起こすということは認
められていない。
　ゲタウイルスが発症に関与する他の動物種はブ
タのみである。ウイルスは、生後直死した新生子豚
や自然感染した雌ブタの流産胎子から分離されて
いる。
　ゲタウイルスは主に蚊により媒介され、地域に
よってイエカ属とヤブカ属の異なる種類の蚊に
よって伝播される。ブタは、常在地域においてウイ
ルスの増幅動物としての役割を果たしていると考
えられている。急性期の感染馬の中には多量のウ
イルスを呼吸器に排出するものもいることから、
ウマからウマへの接触感染の可能性は完全には否
定できない。
　ゲタウイルス感染は、鼻腔スワブ、未凝固血

（バッフィーコート）、および唾液（訳注：通常は用
いない）を用いてPCRやウイルス分離による検出
で迅速に診断することができる。また、急性期およ
び回復期の血清を用いた血清学的検査を行うこと
によっても診断することができる。ゲタウイルス
感染と臨床症状が類似する疾病として、馬ウイル
ス性動脈炎あるいはアフリカ馬疫との鑑別診断は
重要である（訳注：両疾病とも日本には存在してい
ない）。
　ゲタウイルス感染の予防と制御には蚊との接触
を減らす対策が基本であり、最も望ましいのは、常
在国においてはリスクの高いウマに対する予防接
種の実施である。
　ゲタウイルスはウマの重要な病原体であると認
識されない限り、広範囲に流行が発生した場合に、
非常に大きな被害を与えかねない。

連絡先：
Dr. Peter Timoney
 (859) 218-1094
ptimoney@uky.edu 

Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

東部馬脳炎
　東部馬脳炎（EEE）は、いくつかある重要な節足
動物媒介性疾患のうちの一つであるが、ウマの
オーナーにとって重大な関心のある疾患である。
EEEは死亡率が90%に達することがある致死的な
疾患である。米国農務省動植物検疫所の獣医部門
は、米国疾病管理予防センター（CDC）や保健所と
協力して、EEEおよびその他の昆虫媒介性疾患の
データを収集している。
　図1は、2003年から2014年におけるウマのEEE
症例の地理的発生分布（黒塗りの州）を示す。しか
し、必ずしも該当する全ての州で毎年症例が発生
するわけではない。図2は、2003年から2014年に
米国で報告されたウマのEEE症例数（疑陽性およ
び陽性確定症例を含む）を示す。

　EEE症例の地理的分布に関わらず、ウマはホー
スショー、競馬、レクリエーション、売買、繁殖およ
びその他の活動のために、短時間で州や国を越え
る輸送がされることから、EEEワクチンの使用が
強く推奨される。アメリカ馬臨床獣医師協会

（AAEP）は、EEEワクチンを「中心となる重要な」ワ
クチンと考えている。
　昆虫の防除および承認された殺虫剤の適切な使
用は、ウエストナイルウイルス感染症、水胞性口炎
および他の昆虫媒介性疾患と同様に、EEEのリス
クを減らすためにも重要である。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
(859) 218-1122 
rmdwyer@uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

無汗症
　無汗症とは、夏の長く暑い期間にしばしば認め
られる一般状態であり、適切な量の汗を産生する
ことができない状態である。体温を適切に維持す
る能力が低下することによって、運動能力は抑制
され、熱射病の危険性が増し、また他の疾病が悪化
することがある。無汗症の原因は不明であるが、ス
トレスホルモンによるウマの汗腺への過度の刺激
が関与すると考えられており、特に夏期に発症す
る。ウマによっては、わずかな発汗量の減少しか認
められず、臨床兆候があまり認められない場合や、
汗の産生が完全に失われて高体温症の症状を示す
場合もある。本症はパフォーマンス馬で最もよく
診断されるが、それ以外のウマも発症し、濃色の被
毛のウマに多く認められる。無汗症は、血中コルチ
ゾール値および呼吸数が上昇するため、特に内科
疾患（例えば代謝疾患あるいは呼吸器疾患など）を
併発しているウマにおいて問題になることがあ
る。
　最も一般的に認められるのは、限局性の無汗症
であり、夏に周囲の温度が上昇するのに伴ってパ
フォーマンスが低下する場合は考慮されなければ

ならない。病歴と運動後の臨床検査によって、正確
に診断することができる。限局性無汗症の臨床徴
候として、呼吸数の増加と直腸温の上昇が挙げら
れ、運動後にこれらが正常範囲に戻るのに要する
時間は延長する（30分以上）。
　暑い季節には、慢性の無汗症のウマは、無気力な
状態に加えて、一般的に被毛が乏しく乾燥してい
る。より運動量の少ない繁殖用牝馬や引退したパ
フォーマンス馬など、どんなウマでも夏の間は無
汗症に罹患する可能性があることに留意しなけれ
ばならない。罹患したウマは、休息時における呼吸
数が上昇し、日陰を探す傾向がある。
　無汗症は、テルブタリン（訳注：βアドレナリン
受容体作動薬。発汗刺激作用がある）の階段希釈剤
を注射することによって確定診断される。これは、
状態の重症度を調べ、治療に対する反応を評価す
るのに有用な場合がある。電解質分析を含む血液
検査もまた、治療計画の作成に有用な場合がある。
最終的に重症例に対して、汗腺の組織学的構造を
調べるために皮膚生検が実施される場合がある
が、確定診断に必要となることはまれである。
　無汗症の治療法にはいくつかの選択肢があり、
あるウマに対して効果的であっても他のウマには
効かないことがある。無汗症のウマに投薬治療を
行い、症状が改善するまでは、日中暑い間の激しい
運動を制限し、施設内に収容し、日陰を作り、風や
ミストをあて、更に冷水をかけるなどして体温の
上昇を抑制しなければならない。最も単純な処置
は、環境の管理を行うとともに、血液化学検査で見
つかった異常所見に対応した電解質を補給するこ
とである。通常の治療法に反応しない症例のため
の最後の手段は、ウマを気温があまり高くなく湿
潤な気候の地方に移動させることで、汗をかく能
力が回復する可能性がある。

連絡先：
Dr. Joan Gariboldi
(859) 333-5303
jcgariboldi@gmail.com 
Lexington, Kentucky

ウマヘルペスウイルス1型の症状

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、ウマによ
く認められる5種類のヘルペスウイルスのうちの
1つである。EHV-1感染症は、呼吸器系、繁殖系およ
び神経系の3種類の症候群を発現する。他のヘル
ペスウイルスと同様にEHV-1は潜伏感染するた
め、他のウマとの接触がない群においても発生し
得る。EHV-1感染症の予防としては、新しく入厩す
るウマに対する検疫、若齢馬、繁殖馬、ショーホー
スの馬群ごとの隔離、および予防接種が重要な管
理法となっているが、完全に予防することはでき
ない。予防接種は比較的短期間の免疫（4～5ヵ月）
しか賦与せず、その免疫も完全な防御はできない。
このことは予防接種を受けたウマでも発症する可
能性があるということを意味している。
　通常、EHV-1の呼吸器型は軽度であり、やがて回
復する。臨床症状は、馬インフルエンザやEHV-4な
ど他のウイルス性呼吸器疾患と類似しており鑑別
が難しい。発症馬は、発熱、発咳、漿液性鼻汁を示し
元気消失となる。
　繁殖にかかる疾病は、EHV-1による症状の中で
最も経済的に重要であると一般的に考えられてい
る。EHV-1感染により妊娠期の最後の三ヶ月間に
流産が引き起こされる。感染子馬は、生まれた場合
でも二次的疾患を伴うことが多く、非常に虚弱で
生後数日のうちに死亡する。ウイルスは繁殖牝馬
へ呼吸器感染し、血中に入り（ウイルス血症）、やが
て胎子に感染する。妊娠馬は通常不顕性感染で、出
産の兆候がないまま流産に至る。レプトスピラ症
などのような胎子が著しく腐敗することがある流
産とは対照的に、胎子は新鮮な状態で流産される。
　どんな流産の場合でも当該馬を隔離し、胎子の
組織を容器に封入し、検査機関に提出しなければ
ならない。そして、診断結果が出されるまでは、当
該馬と接触した牝馬の移動はもちろん、新しい牝
馬も入厩させるべきではない。胎子の組織や羊水
は感染性のものとして扱い、汚染された場所を洗
浄剤で洗浄し、消毒しなければならない。汚染され
た寝藁は袋に封入して廃棄するべきであり、牧草
地にまきちらしてはいけない。
　EHV-1による流産の場合、胎子の組織および羊
水は高濃度のウイルスを含む。また感染した子馬
および母馬は、呼吸器を介してウイルスを排出す

る。EHV-1は、呼吸器および接触した媒介物を介し
て伝播する。しかしながら、ヘルペスウイルスはエ
ンベロープを有するウイルスであり、洗浄剤で十
分に洗浄し、次いで消毒薬を用いることで容易に
不活化される。EHV-1感染を防止するためには、防
疫対策とウマの移動制限が重要である。
　診断は、実験室内検査と肉眼および組織学的検
査によって行われる。肉眼病変として、胸水や腹
水、肋骨による圧痕を伴う肺の肥大および肝臓全
体の散在性の小型白色巣が見られる。しかしなが
ら、剖検では病変を確認できない症例も多い。組織
学的に、EHV-1は多数の組織に壊死病変を形成し、
特に肺および肝臓で顕著である。特徴的な核内封
入体がしばしば認められる。ウイルス検出のため
の一般的な補助検査には、蛍光抗体法、ウイルス分
離およびPCR反応がある。
　EHV-1による流産は、単独でも発生するが、感受
性のある群においては急速に広がり、古くから言
われる「流産の嵐（abortion storm）」に至ることも
ある。管理方法の改善および市販のEHV-1ワクチ
ンによって、EHV-1による流産数は過去30年間で
劇的に減少しており、また発生のほとんどは単発
症例である。ケンタッキー大学の獣医診断研究所
で診断されたEHV-1による流産数を図3に示す。同
時期にEHV-1による新生子死亡と診断された症例

は、2011年に1例、2012年に2例、2014年に1例
だった。
　EHV-1による呼吸器および繁殖系の兆候は良く
知られており、古くから認識されている。よりウイ
ルスから防護するために、ウイルスの潜伏感染や、
長期的な免疫を誘導しより効果の高いワクチンの
生産については研究が続けられているものの、こ
れら二つの病型はよく理解されている。
　EHV-1の兆候のうちであまり理解されていない
のが、馬ヘルペスウイルス脊髄脳症（Equ ine  
Herpesvirus Myeloencephalopathy：EHM）である。
EHMは、しばしば元気消失とともに急性に運動失
調あるいは不全麻痺が起こり、失禁、尾部および肛
門の緊張低下、尾の挙上などの症状を単独あるい
は複合して認める神経系の疾患である。EHMは散
発的な神経疾患として起こるが、しばしばある一
つの馬群内での流行の前兆となることもある。競
馬場、ホースショーおよびその厩舎、乗馬厩舎など
の密集したウマの集団で発生することが多い。通
常、これらのウマはワクチン接種を受けているが、
ワクチン接種は、EHMに対する危険因子とはなら
ないが、防御効果もないように思われる。EHMの
病理はよく理解されているが、疾患の発現と進行
についてはあまり理解が進んでおらず、継続した
研究課題である。EHMの発生予防策としては、直
腸温の測定などウマをしっかりと観察し、発症馬
の迅速な隔離や施設の検疫を頻繁に行うといった
ことが重要である
　EHV-1は、ウマという動物の中で普遍的に存在
し、良く知られているが、まだまだ解明しなければ
ならないことは多い。

連絡先：
Dr. Laura Kennedy
(859) 257-8283
drlaurakennedy@uky.edu 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky

＊www.aphis.usda.govを改訂

図１：2003年～2014年にウマの東部馬脳炎の発生
があった州＊

＊www.aphis.usda.gov

図２：米国で報告されたウマの東部馬脳炎の症例
数＊
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時事解説
　米国にある100以上のランドグラント大学

（land-grant collegeおよびuniversity）（訳注：連邦
政府所有地が州政府に供与され、州の発展に寄与
するため特に農業、工学、軍事学教育のために設立
された大学。土地付与大学とも訳される）には、農
業従事者や馬のオーナーなどの一般市民に対し
て、研究に基づいた情報を提供する公開講座担当
の教育者がいる。過去10年間、馬学分野と災害教
育（備え、被害の軽減、対応と復旧）に携わる大学の
専門家と教育者は、協力し合って自分たちが蓄積
している情報を発展させ、公開してきた。それらの
取り組みとして、異なる発信基盤を利用した次の
３つが挙げられる：eXtension（米国大学の公開講
座のウェブサイト：http://learn.extension.org) 、
My Horse University（大学の馬の専門家による共
同サイト：www.myhorseun ivers i ty . com）、
Extension Disaster Education Network（EDEN）

（ 米 国 の 災 害 教 育 者 に よ る 共 同 サ イ ト：
www.eden.lsu.edu）。
　動物の災害対策とバイオセキュリティに関する
オンラインセミナーは、eXtensionおよびMy 
Horse Universityで視聴でき（検索エンジンに 
“disaster”と入力）、同サイトでは他にもウマおよ
び他の家畜に関する情報が豊富に含まれている。
EDENのウェブサイトは、災害に対処するコミュニ
ティ、家族および子供たちのための情報源である
と同時に、特定の災害情報（例えば、干ばつ、ハリ
ケーン、竜巻、動物の疾病）を含む膨大な情報の中
心的存在である。
　注目すべき取り組みとして、EDENによる地域の
農業防災準備の強化（Strengthening Community 
Agrosecurity Preparedness：S-CAP）プログラムが
2日間のコースで行われており、緊急事態管理者
や農業事業主／家畜のオーナーが、それぞれの郡

が抱える脆弱な部分を評価し、地域の要望に沿っ
て強化された農業防災計画を策定するための手助
けとなっている。このコースには、馬のオーナーの
ための災害対応および避難ガイドライン策定に関
する内容がほぼ毎回含まれている。これまでに
S-CAPワークショップが48回行われており、これ
は24州の285郡の居住者2,370万人への対応に相
当する。
　大学とその提携者は、地方における備えを防災
カリキュラムに取り入れており、それには災害発
生前、発生時、発生後における馬の問題に重点を置
いた具体的な題材も含まれている。多くの協力の
基に、EDENの主催者らが定期的に新しい資料を開
発、公表し、共同研究していることに気付くだろ
う。
　災害発生時における馬の管理者に対する情報や
援助が、研究に基づいていることおよび専門家や
市当局によって妥当性を審査されていることはと
もに必須である。馬は世界のどこでも関心が持た
れている動物であり、重大な事態が差し迫るある
いは現に起こっている場合にすぐに利用できる確
実な情報は必須である。危機的状況の最中に、「通
常の」あるいは「ウェブ上で得られる」方法や手段
を基に対応する余裕がある馬の管理者はいない。
ほとんどの場合、馬の管理者は災害に対する備え
に平均30分～2時間かけられるが、場合によって
は、わずか15分しかないこともある。米国西部で
発生した2件の洪水と7件の野火の事例では、当事
者が事前に準備し組織化されている場合、災害時
の対応に要する時間は、馬1頭につき平均わずか
15分だった。それに対して、当事者が準備してい
ない場合は、馬1頭につき約1時間を要した。
　以上のような理由から、馬の管理者は常時、災害
時の計画、装備、人員、避難経路、非常用物資、応急
手当用具と緊急連絡先を準備しておかなければな

らない。eXtension、My Horse Universityおよび
EDENという情報源により、災害被害の減少のため
に専門家により開発された、得がたいかつ事実に
基づく知識を容易に利用することができる。忘れ
てはならない：計画があることによって人間と動
物の命を共に救うことができることを。

連絡先：
Scott Cotton
(307) 235-9400 
Scotton1@uwyo.edu
University of Wyoming Extension Area Educator 
EDEN Agrosecurity Delegate 
Casper, Wyoming

国際情報
2015年第2四半期*
　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。
　米国において、水胞性口炎が2015年4月下旬に
再発生した。ウイルスの血清型はニュージャー
ジー型で、感染はアリゾナ州、コロラド州、ニュー
メキシコ州、テキサス州およびユタ州の25施設に
拡散した。
　メキシコから国境を越えて米国テキサス州に迷
い込んだロバを検査したところ、血清学的に鼻疽
が陽性であった。陽性ロバは5頭の群れのうちの
１頭で、5頭全て臨床的に正常だった。残りの4頭
はBurkholderia mallei抗体陰性だった。陽性ロバ
は、再検査では疑陽性とされたが、安楽殺された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、ア
ラブ首長国連邦（UAE）および米国において数件発
生した。
　馬インフルエンザがドイツ（4施設で1例ずつ）、
イギリス（直近に輸入された動物を含む7件）およ
び米国（4州で発生）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、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。
呼吸器疾患はフランス（3件）、ドイツ（2例）、アイ
ルランド（3例）、米国（いくつかの州）で確認され

た。EHV-1に起因する流産が、フランス(3件)、ドイ
ツ（9例）、日本（7施設において流産7例、生後直死3
例）、イギリス（1例）および米国（3例）で発生した。
EHV-1による神経疾患がドイツ（2例）および米国

（7州で発生、そのほとんどは散発症例）で発生し
た。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11件）、ド
イツ（3例）、スイス（1例）およびイギリス（5件発
生、うち1件は複数症例）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。
　馬媾疹がイギリスで2例確認された。
　馬動脈炎ウイルス感染がドイツの異なる施設で
種牡馬2例に確認された。
　馬アデノウイルスによる呼吸器感染が米国の子
馬1例に確認された。
　馬伝染性貧血がカナダ、フランスおよび米国で
発生した。カナダでは、最西部に位置する4州の9
施設で合計16例が診断された。フランスでは1例、
米国では異なる施設で3例が確認された。
　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いる。スイスでは1例が確認
された。
　馬伝染性子宮炎がドイツで、3施設各1例報告さ
れた。
　米国では2州で、ノカルジア性胎盤炎および流
産の散発的な発生が報告された。ケンタッキー州
では、牝馬の繁殖不全症候群が1例報告された。
サルモネラ症（数例はB群Salmonella 属菌、他はC1
群が関与）が米国で発生した。フランスではロタウ
イルス感染症が5件、子馬に認められた。
　米国において子馬のクロストリジウム症が報告
され、そのうちの数例はC. perfringens 毒素型A型
菌が関与しており、その他はC. difficile 毒素型A/B
株であった。
　東部馬脳炎が米国で9例診断され、そのほとん
どはフロリダ州での発生であった。4例は本疾患
に対するワクチンが未接種であった。米国では、さ
らにオクラホマ州のウマ1例にウエストナイル脳
炎が報告された。
　ロドコッカス症がスイス（1例）および米国（風
土病とされている。複数の州において多数発症）で
報告された。
　散発的に発生した他の疾患としては、ティザー

病（米国の子馬で1例）、類鼻祖（シンガポールの乗
馬学校で1例）、皮膚リーシュマニア症（スイスで1
例）およびアナプラズマ症（ドイツで2例）が報告
された。

＊オーストラリアは第１四半期報告より

ゲタウイルス：ウマの病原体としての重要性
　2014年下半期に日本にある競走馬の厩舎にお
いて本症が発生したことは、ゲタウイルスに対す
る認識とゲタウイルスがウマの病原体であるとい
うことを再喚起した。本ウイルスがウマに疾病を
引き起こすことが最初に認識されたのは、1978年
に日本にある2箇所のトレーニング・センターに
おいて、本疾患が競走馬の多くに広く認められた
ことがきっかけだった（訳注：詳細には、関東地方
の中央と地方競馬のトレーニング・センター各一
箇所と、競走馬の育成牧場2箇所で発生した）。そ
の後、本ウイルスは1990年にインドのサラブレッ
ドの生産牧場において、臨床的に類似した疾病の
発生に関与した。
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に属する、蚊によって媒介されるアルボウイ
ルスである。1968～1970年にサラワク（マレーシ
ア）で採取された蚊から初めて分離された。ユーラ
シアからオーストラリアにおよぶ広い範囲におい
て、ゲタウイルスあるいはゲタウイルスに抗原性
が類似するウイルスが認められている。血清学的
調査の結果、本ウイルスが存在する地域では、ヒ
ト、多種の家畜および野生動物においてその感染
が確認されてきた。日本のウマにおけるゲタウイ
ルスの活動は、血清学的に1961年までさかのぼっ
て確認できる。その後の調査によって、ゲタウイル
ス感染症が日本全国のウマに広がっていることが
示された。しかしながら、ゲタウイルスに起因する
疾病の発生は非常にまれである。
　ゲタウイルスによる自然界での疾病はウマおよ
びブタのみで報告されている。感染したウマの多
くは無症状であるが、ときに発熱、食欲不振、漿液
性鼻汁、後肢の浮腫、強直歩様（訳注：インドの発生
で報告されている）、陰嚢浮腫、顎下リンパ節の腫
脹および蕁麻疹様の皮膚発疹などの軽度な臨床症

状を認める流行を起こすことがある。感染馬は、こ
れらの症状のいくつか、あるいは全てを示すかも
しれない。症状の程度に関わらず、本症は致死的で
はなく、7～14日程度で臨床的に完全に回復する。
対症療法はあまり必要ではない。インドの発生の
記録によると、ゲタウイルスによる妊娠馬の流産
や子馬の先天性異常を引き起こすということは認
められていない。
　ゲタウイルスが発症に関与する他の動物種はブ
タのみである。ウイルスは、生後直死した新生子豚
や自然感染した雌ブタの流産胎子から分離されて
いる。
　ゲタウイルスは主に蚊により媒介され、地域に
よってイエカ属とヤブカ属の異なる種類の蚊に
よって伝播される。ブタは、常在地域においてウイ
ルスの増幅動物としての役割を果たしていると考
えられている。急性期の感染馬の中には多量のウ
イルスを呼吸器に排出するものもいることから、
ウマからウマへの接触感染の可能性は完全には否
定できない。
　ゲタウイルス感染は、鼻腔スワブ、未凝固血

（バッフィーコート）、および唾液（訳注：通常は用
いない）を用いてPCRやウイルス分離による検出
で迅速に診断することができる。また、急性期およ
び回復期の血清を用いた血清学的検査を行うこと
によっても診断することができる。ゲタウイルス
感染と臨床症状が類似する疾病として、馬ウイル
ス性動脈炎あるいはアフリカ馬疫との鑑別診断は
重要である（訳注：両疾病とも日本には存在してい
ない）。
　ゲタウイルス感染の予防と制御には蚊との接触
を減らす対策が基本であり、最も望ましいのは、常
在国においてはリスクの高いウマに対する予防接
種の実施である。
　ゲタウイルスはウマの重要な病原体であると認
識されない限り、広範囲に流行が発生した場合に、
非常に大きな被害を与えかねない。

連絡先：
Dr. Peter Timoney
 (859) 218-1094
ptimoney@uky.edu 

Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

東部馬脳炎
　東部馬脳炎（EEE）は、いくつかある重要な節足
動物媒介性疾患のうちの一つであるが、ウマの
オーナーにとって重大な関心のある疾患である。
EEEは死亡率が90%に達することがある致死的な
疾患である。米国農務省動植物検疫所の獣医部門
は、米国疾病管理予防センター（CDC）や保健所と
協力して、EEEおよびその他の昆虫媒介性疾患の
データを収集している。
　図1は、2003年から2014年におけるウマのEEE
症例の地理的発生分布（黒塗りの州）を示す。しか
し、必ずしも該当する全ての州で毎年症例が発生
するわけではない。図2は、2003年から2014年に
米国で報告されたウマのEEE症例数（疑陽性およ
び陽性確定症例を含む）を示す。

　EEE症例の地理的分布に関わらず、ウマはホー
スショー、競馬、レクリエーション、売買、繁殖およ
びその他の活動のために、短時間で州や国を越え
る輸送がされることから、EEEワクチンの使用が
強く推奨される。アメリカ馬臨床獣医師協会

（AAEP）は、EEEワクチンを「中心となる重要な」ワ
クチンと考えている。
　昆虫の防除および承認された殺虫剤の適切な使
用は、ウエストナイルウイルス感染症、水胞性口炎
および他の昆虫媒介性疾患と同様に、EEEのリス
クを減らすためにも重要である。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
(859) 218-1122 
rmdwyer@uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

無汗症
　無汗症とは、夏の長く暑い期間にしばしば認め
られる一般状態であり、適切な量の汗を産生する
ことができない状態である。体温を適切に維持す
る能力が低下することによって、運動能力は抑制
され、熱射病の危険性が増し、また他の疾病が悪化
することがある。無汗症の原因は不明であるが、ス
トレスホルモンによるウマの汗腺への過度の刺激
が関与すると考えられており、特に夏期に発症す
る。ウマによっては、わずかな発汗量の減少しか認
められず、臨床兆候があまり認められない場合や、
汗の産生が完全に失われて高体温症の症状を示す
場合もある。本症はパフォーマンス馬で最もよく
診断されるが、それ以外のウマも発症し、濃色の被
毛のウマに多く認められる。無汗症は、血中コルチ
ゾール値および呼吸数が上昇するため、特に内科
疾患（例えば代謝疾患あるいは呼吸器疾患など）を
併発しているウマにおいて問題になることがあ
る。
　最も一般的に認められるのは、限局性の無汗症
であり、夏に周囲の温度が上昇するのに伴ってパ
フォーマンスが低下する場合は考慮されなければ

ならない。病歴と運動後の臨床検査によって、正確
に診断することができる。限局性無汗症の臨床徴
候として、呼吸数の増加と直腸温の上昇が挙げら
れ、運動後にこれらが正常範囲に戻るのに要する
時間は延長する（30分以上）。
　暑い季節には、慢性の無汗症のウマは、無気力な
状態に加えて、一般的に被毛が乏しく乾燥してい
る。より運動量の少ない繁殖用牝馬や引退したパ
フォーマンス馬など、どんなウマでも夏の間は無
汗症に罹患する可能性があることに留意しなけれ
ばならない。罹患したウマは、休息時における呼吸
数が上昇し、日陰を探す傾向がある。
　無汗症は、テルブタリン（訳注：βアドレナリン
受容体作動薬。発汗刺激作用がある）の階段希釈剤
を注射することによって確定診断される。これは、
状態の重症度を調べ、治療に対する反応を評価す
るのに有用な場合がある。電解質分析を含む血液
検査もまた、治療計画の作成に有用な場合がある。
最終的に重症例に対して、汗腺の組織学的構造を
調べるために皮膚生検が実施される場合がある
が、確定診断に必要となることはまれである。
　無汗症の治療法にはいくつかの選択肢があり、
あるウマに対して効果的であっても他のウマには
効かないことがある。無汗症のウマに投薬治療を
行い、症状が改善するまでは、日中暑い間の激しい
運動を制限し、施設内に収容し、日陰を作り、風や
ミストをあて、更に冷水をかけるなどして体温の
上昇を抑制しなければならない。最も単純な処置
は、環境の管理を行うとともに、血液化学検査で見
つかった異常所見に対応した電解質を補給するこ
とである。通常の治療法に反応しない症例のため
の最後の手段は、ウマを気温があまり高くなく湿
潤な気候の地方に移動させることで、汗をかく能
力が回復する可能性がある。

連絡先：
Dr. Joan Gariboldi
(859) 333-5303
jcgariboldi@gmail.com 
Lexington, Kentucky

ウマヘルペスウイルス1型の症状

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、ウマによ
く認められる5種類のヘルペスウイルスのうちの
1つである。EHV-1感染症は、呼吸器系、繁殖系およ
び神経系の3種類の症候群を発現する。他のヘル
ペスウイルスと同様にEHV-1は潜伏感染するた
め、他のウマとの接触がない群においても発生し
得る。EHV-1感染症の予防としては、新しく入厩す
るウマに対する検疫、若齢馬、繁殖馬、ショーホー
スの馬群ごとの隔離、および予防接種が重要な管
理法となっているが、完全に予防することはでき
ない。予防接種は比較的短期間の免疫（4～5ヵ月）
しか賦与せず、その免疫も完全な防御はできない。
このことは予防接種を受けたウマでも発症する可
能性があるということを意味している。
　通常、EHV-1の呼吸器型は軽度であり、やがて回
復する。臨床症状は、馬インフルエンザやEHV-4な
ど他のウイルス性呼吸器疾患と類似しており鑑別
が難しい。発症馬は、発熱、発咳、漿液性鼻汁を示し
元気消失となる。
　繁殖にかかる疾病は、EHV-1による症状の中で
最も経済的に重要であると一般的に考えられてい
る。EHV-1感染により妊娠期の最後の三ヶ月間に
流産が引き起こされる。感染子馬は、生まれた場合
でも二次的疾患を伴うことが多く、非常に虚弱で
生後数日のうちに死亡する。ウイルスは繁殖牝馬
へ呼吸器感染し、血中に入り（ウイルス血症）、やが
て胎子に感染する。妊娠馬は通常不顕性感染で、出
産の兆候がないまま流産に至る。レプトスピラ症
などのような胎子が著しく腐敗することがある流
産とは対照的に、胎子は新鮮な状態で流産される。
　どんな流産の場合でも当該馬を隔離し、胎子の
組織を容器に封入し、検査機関に提出しなければ
ならない。そして、診断結果が出されるまでは、当
該馬と接触した牝馬の移動はもちろん、新しい牝
馬も入厩させるべきではない。胎子の組織や羊水
は感染性のものとして扱い、汚染された場所を洗
浄剤で洗浄し、消毒しなければならない。汚染され
た寝藁は袋に封入して廃棄するべきであり、牧草
地にまきちらしてはいけない。
　EHV-1による流産の場合、胎子の組織および羊
水は高濃度のウイルスを含む。また感染した子馬
および母馬は、呼吸器を介してウイルスを排出す

る。EHV-1は、呼吸器および接触した媒介物を介し
て伝播する。しかしながら、ヘルペスウイルスはエ
ンベロープを有するウイルスであり、洗浄剤で十
分に洗浄し、次いで消毒薬を用いることで容易に
不活化される。EHV-1感染を防止するためには、防
疫対策とウマの移動制限が重要である。
　診断は、実験室内検査と肉眼および組織学的検
査によって行われる。肉眼病変として、胸水や腹
水、肋骨による圧痕を伴う肺の肥大および肝臓全
体の散在性の小型白色巣が見られる。しかしなが
ら、剖検では病変を確認できない症例も多い。組織
学的に、EHV-1は多数の組織に壊死病変を形成し、
特に肺および肝臓で顕著である。特徴的な核内封
入体がしばしば認められる。ウイルス検出のため
の一般的な補助検査には、蛍光抗体法、ウイルス分
離およびPCR反応がある。
　EHV-1による流産は、単独でも発生するが、感受
性のある群においては急速に広がり、古くから言
われる「流産の嵐（abortion storm）」に至ることも
ある。管理方法の改善および市販のEHV-1ワクチ
ンによって、EHV-1による流産数は過去30年間で
劇的に減少しており、また発生のほとんどは単発
症例である。ケンタッキー大学の獣医診断研究所
で診断されたEHV-1による流産数を図3に示す。同
時期にEHV-1による新生子死亡と診断された症例

は、2011年に1例、2012年に2例、2014年に1例
だった。
　EHV-1による呼吸器および繁殖系の兆候は良く
知られており、古くから認識されている。よりウイ
ルスから防護するために、ウイルスの潜伏感染や、
長期的な免疫を誘導しより効果の高いワクチンの
生産については研究が続けられているものの、こ
れら二つの病型はよく理解されている。
　EHV-1の兆候のうちであまり理解されていない
のが、馬ヘルペスウイルス脊髄脳症（Equ ine  
Herpesvirus Myeloencephalopathy：EHM）である。
EHMは、しばしば元気消失とともに急性に運動失
調あるいは不全麻痺が起こり、失禁、尾部および肛
門の緊張低下、尾の挙上などの症状を単独あるい
は複合して認める神経系の疾患である。EHMは散
発的な神経疾患として起こるが、しばしばある一
つの馬群内での流行の前兆となることもある。競
馬場、ホースショーおよびその厩舎、乗馬厩舎など
の密集したウマの集団で発生することが多い。通
常、これらのウマはワクチン接種を受けているが、
ワクチン接種は、EHMに対する危険因子とはなら
ないが、防御効果もないように思われる。EHMの
病理はよく理解されているが、疾患の発現と進行
についてはあまり理解が進んでおらず、継続した
研究課題である。EHMの発生予防策としては、直
腸温の測定などウマをしっかりと観察し、発症馬
の迅速な隔離や施設の検疫を頻繁に行うといった
ことが重要である
　EHV-1は、ウマという動物の中で普遍的に存在
し、良く知られているが、まだまだ解明しなければ
ならないことは多い。

連絡先：
Dr. Laura Kennedy
(859) 257-8283
drlaurakennedy@uky.edu 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　米国にある100以上のランドグラント大学

（land-grant collegeおよびuniversity）（訳注：連邦
政府所有地が州政府に供与され、州の発展に寄与
するため特に農業、工学、軍事学教育のために設立
された大学。土地付与大学とも訳される）には、農
業従事者や馬のオーナーなどの一般市民に対し
て、研究に基づいた情報を提供する公開講座担当
の教育者がいる。過去10年間、馬学分野と災害教
育（備え、被害の軽減、対応と復旧）に携わる大学の
専門家と教育者は、協力し合って自分たちが蓄積
している情報を発展させ、公開してきた。それらの
取り組みとして、異なる発信基盤を利用した次の
３つが挙げられる：eXtension（米国大学の公開講
座のウェブサイト：http://learn.extension.org) 、
My Horse University（大学の馬の専門家による共
同サイト：www.myhorseun ivers i ty . com）、
Extension Disaster Education Network（EDEN）

（ 米 国 の 災 害 教 育 者 に よ る 共 同 サ イ ト：
www.eden.lsu.edu）。
　動物の災害対策とバイオセキュリティに関する
オンラインセミナーは、eXtensionおよびMy 
Horse Universityで視聴でき（検索エンジンに 
“disaster”と入力）、同サイトでは他にもウマおよ
び他の家畜に関する情報が豊富に含まれている。
EDENのウェブサイトは、災害に対処するコミュニ
ティ、家族および子供たちのための情報源である
と同時に、特定の災害情報（例えば、干ばつ、ハリ
ケーン、竜巻、動物の疾病）を含む膨大な情報の中
心的存在である。
　注目すべき取り組みとして、EDENによる地域の
農業防災準備の強化（Strengthening Community 
Agrosecurity Preparedness：S-CAP）プログラムが
2日間のコースで行われており、緊急事態管理者
や農業事業主／家畜のオーナーが、それぞれの郡

が抱える脆弱な部分を評価し、地域の要望に沿っ
て強化された農業防災計画を策定するための手助
けとなっている。このコースには、馬のオーナーの
ための災害対応および避難ガイドライン策定に関
する内容がほぼ毎回含まれている。これまでに
S-CAPワークショップが48回行われており、これ
は24州の285郡の居住者2,370万人への対応に相
当する。
　大学とその提携者は、地方における備えを防災
カリキュラムに取り入れており、それには災害発
生前、発生時、発生後における馬の問題に重点を置
いた具体的な題材も含まれている。多くの協力の
基に、EDENの主催者らが定期的に新しい資料を開
発、公表し、共同研究していることに気付くだろ
う。
　災害発生時における馬の管理者に対する情報や
援助が、研究に基づいていることおよび専門家や
市当局によって妥当性を審査されていることはと
もに必須である。馬は世界のどこでも関心が持た
れている動物であり、重大な事態が差し迫るある
いは現に起こっている場合にすぐに利用できる確
実な情報は必須である。危機的状況の最中に、「通
常の」あるいは「ウェブ上で得られる」方法や手段
を基に対応する余裕がある馬の管理者はいない。
ほとんどの場合、馬の管理者は災害に対する備え
に平均30分～2時間かけられるが、場合によって
は、わずか15分しかないこともある。米国西部で
発生した2件の洪水と7件の野火の事例では、当事
者が事前に準備し組織化されている場合、災害時
の対応に要する時間は、馬1頭につき平均わずか
15分だった。それに対して、当事者が準備してい
ない場合は、馬1頭につき約1時間を要した。
　以上のような理由から、馬の管理者は常時、災害
時の計画、装備、人員、避難経路、非常用物資、応急
手当用具と緊急連絡先を準備しておかなければな

らない。eXtension、My Horse Universityおよび
EDENという情報源により、災害被害の減少のため
に専門家により開発された、得がたいかつ事実に
基づく知識を容易に利用することができる。忘れ
てはならない：計画があることによって人間と動
物の命を共に救うことができることを。

連絡先：
Scott Cotton
(307) 235-9400 
Scotton1@uwyo.edu
University of Wyoming Extension Area Educator 
EDEN Agrosecurity Delegate 
Casper, Wyoming

国際情報
2015年第2四半期*
　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。
　米国において、水胞性口炎が2015年4月下旬に
再発生した。ウイルスの血清型はニュージャー
ジー型で、感染はアリゾナ州、コロラド州、ニュー
メキシコ州、テキサス州およびユタ州の25施設に
拡散した。
　メキシコから国境を越えて米国テキサス州に迷
い込んだロバを検査したところ、血清学的に鼻疽
が陽性であった。陽性ロバは5頭の群れのうちの
１頭で、5頭全て臨床的に正常だった。残りの4頭
はBurkholderia mallei抗体陰性だった。陽性ロバ
は、再検査では疑陽性とされたが、安楽殺された。
　腺疫がデンマーク、フランス、ドイツ、スイス、ア
ラブ首長国連邦（UAE）および米国において数件発
生した。
　馬インフルエンザがドイツ（4施設で1例ずつ）、
イギリス（直近に輸入された動物を含む7件）およ
び米国（4州で発生）で発生した。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、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。
呼吸器疾患はフランス（3件）、ドイツ（2例）、アイ
ルランド（3例）、米国（いくつかの州）で確認され

た。EHV-1に起因する流産が、フランス(3件)、ドイ
ツ（9例）、日本（7施設において流産7例、生後直死3
例）、イギリス（1例）および米国（3例）で発生した。
EHV-1による神経疾患がドイツ（2例）および米国

（7州で発生、そのほとんどは散発症例）で発生し
た。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11件）、ド
イツ（3例）、スイス（1例）およびイギリス（5件発
生、うち1件は複数症例）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。
　馬媾疹がイギリスで2例確認された。
　馬動脈炎ウイルス感染がドイツの異なる施設で
種牡馬2例に確認された。
　馬アデノウイルスによる呼吸器感染が米国の子
馬1例に確認された。
　馬伝染性貧血がカナダ、フランスおよび米国で
発生した。カナダでは、最西部に位置する4州の9
施設で合計16例が診断された。フランスでは1例、
米国では異なる施設で3例が確認された。
　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いる。スイスでは1例が確認
された。
　馬伝染性子宮炎がドイツで、3施設各1例報告さ
れた。
　米国では2州で、ノカルジア性胎盤炎および流
産の散発的な発生が報告された。ケンタッキー州
では、牝馬の繁殖不全症候群が1例報告された。
サルモネラ症（数例はB群Salmonella 属菌、他はC1
群が関与）が米国で発生した。フランスではロタウ
イルス感染症が5件、子馬に認められた。
　米国において子馬のクロストリジウム症が報告
され、そのうちの数例はC. perfringens 毒素型A型
菌が関与しており、その他はC. difficile 毒素型A/B
株であった。
　東部馬脳炎が米国で9例診断され、そのほとん
どはフロリダ州での発生であった。4例は本疾患
に対するワクチンが未接種であった。米国では、さ
らにオクラホマ州のウマ1例にウエストナイル脳
炎が報告された。
　ロドコッカス症がスイス（1例）および米国（風
土病とされている。複数の州において多数発症）で
報告された。
　散発的に発生した他の疾患としては、ティザー

病（米国の子馬で1例）、類鼻祖（シンガポールの乗
馬学校で1例）、皮膚リーシュマニア症（スイスで1
例）およびアナプラズマ症（ドイツで2例）が報告
された。

＊オーストラリアは第１四半期報告より

ゲタウイルス：ウマの病原体としての重要性
　2014年下半期に日本にある競走馬の厩舎にお
いて本症が発生したことは、ゲタウイルスに対す
る認識とゲタウイルスがウマの病原体であるとい
うことを再喚起した。本ウイルスがウマに疾病を
引き起こすことが最初に認識されたのは、1978年
に日本にある2箇所のトレーニング・センターに
おいて、本疾患が競走馬の多くに広く認められた
ことがきっかけだった（訳注：詳細には、関東地方
の中央と地方競馬のトレーニング・センター各一
箇所と、競走馬の育成牧場2箇所で発生した）。そ
の後、本ウイルスは1990年にインドのサラブレッ
ドの生産牧場において、臨床的に類似した疾病の
発生に関与した。
　ゲタウイルスはトガウイルス科アルファウイル
ス属に属する、蚊によって媒介されるアルボウイ
ルスである。1968～1970年にサラワク（マレーシ
ア）で採取された蚊から初めて分離された。ユーラ
シアからオーストラリアにおよぶ広い範囲におい
て、ゲタウイルスあるいはゲタウイルスに抗原性
が類似するウイルスが認められている。血清学的
調査の結果、本ウイルスが存在する地域では、ヒ
ト、多種の家畜および野生動物においてその感染
が確認されてきた。日本のウマにおけるゲタウイ
ルスの活動は、血清学的に1961年までさかのぼっ
て確認できる。その後の調査によって、ゲタウイル
ス感染症が日本全国のウマに広がっていることが
示された。しかしながら、ゲタウイルスに起因する
疾病の発生は非常にまれである。
　ゲタウイルスによる自然界での疾病はウマおよ
びブタのみで報告されている。感染したウマの多
くは無症状であるが、ときに発熱、食欲不振、漿液
性鼻汁、後肢の浮腫、強直歩様（訳注：インドの発生
で報告されている）、陰嚢浮腫、顎下リンパ節の腫
脹および蕁麻疹様の皮膚発疹などの軽度な臨床症

状を認める流行を起こすことがある。感染馬は、こ
れらの症状のいくつか、あるいは全てを示すかも
しれない。症状の程度に関わらず、本症は致死的で
はなく、7～14日程度で臨床的に完全に回復する。
対症療法はあまり必要ではない。インドの発生の
記録によると、ゲタウイルスによる妊娠馬の流産
や子馬の先天性異常を引き起こすということは認
められていない。
　ゲタウイルスが発症に関与する他の動物種はブ
タのみである。ウイルスは、生後直死した新生子豚
や自然感染した雌ブタの流産胎子から分離されて
いる。
　ゲタウイルスは主に蚊により媒介され、地域に
よってイエカ属とヤブカ属の異なる種類の蚊に
よって伝播される。ブタは、常在地域においてウイ
ルスの増幅動物としての役割を果たしていると考
えられている。急性期の感染馬の中には多量のウ
イルスを呼吸器に排出するものもいることから、
ウマからウマへの接触感染の可能性は完全には否
定できない。
　ゲタウイルス感染は、鼻腔スワブ、未凝固血

（バッフィーコート）、および唾液（訳注：通常は用
いない）を用いてPCRやウイルス分離による検出
で迅速に診断することができる。また、急性期およ
び回復期の血清を用いた血清学的検査を行うこと
によっても診断することができる。ゲタウイルス
感染と臨床症状が類似する疾病として、馬ウイル
ス性動脈炎あるいはアフリカ馬疫との鑑別診断は
重要である（訳注：両疾病とも日本には存在してい
ない）。
　ゲタウイルス感染の予防と制御には蚊との接触
を減らす対策が基本であり、最も望ましいのは、常
在国においてはリスクの高いウマに対する予防接
種の実施である。
　ゲタウイルスはウマの重要な病原体であると認
識されない限り、広範囲に流行が発生した場合に、
非常に大きな被害を与えかねない。

連絡先：
Dr. Peter Timoney
 (859) 218-1094
ptimoney@uky.edu 

Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

東部馬脳炎
　東部馬脳炎（EEE）は、いくつかある重要な節足
動物媒介性疾患のうちの一つであるが、ウマの
オーナーにとって重大な関心のある疾患である。
EEEは死亡率が90%に達することがある致死的な
疾患である。米国農務省動植物検疫所の獣医部門
は、米国疾病管理予防センター（CDC）や保健所と
協力して、EEEおよびその他の昆虫媒介性疾患の
データを収集している。
　図1は、2003年から2014年におけるウマのEEE
症例の地理的発生分布（黒塗りの州）を示す。しか
し、必ずしも該当する全ての州で毎年症例が発生
するわけではない。図2は、2003年から2014年に
米国で報告されたウマのEEE症例数（疑陽性およ
び陽性確定症例を含む）を示す。

　EEE症例の地理的分布に関わらず、ウマはホー
スショー、競馬、レクリエーション、売買、繁殖およ
びその他の活動のために、短時間で州や国を越え
る輸送がされることから、EEEワクチンの使用が
強く推奨される。アメリカ馬臨床獣医師協会

（AAEP）は、EEEワクチンを「中心となる重要な」ワ
クチンと考えている。
　昆虫の防除および承認された殺虫剤の適切な使
用は、ウエストナイルウイルス感染症、水胞性口炎
および他の昆虫媒介性疾患と同様に、EEEのリス
クを減らすためにも重要である。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
(859) 218-1122 
rmdwyer@uky.edu 
Maxwell H. Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

無汗症
　無汗症とは、夏の長く暑い期間にしばしば認め
られる一般状態であり、適切な量の汗を産生する
ことができない状態である。体温を適切に維持す
る能力が低下することによって、運動能力は抑制
され、熱射病の危険性が増し、また他の疾病が悪化
することがある。無汗症の原因は不明であるが、ス
トレスホルモンによるウマの汗腺への過度の刺激
が関与すると考えられており、特に夏期に発症す
る。ウマによっては、わずかな発汗量の減少しか認
められず、臨床兆候があまり認められない場合や、
汗の産生が完全に失われて高体温症の症状を示す
場合もある。本症はパフォーマンス馬で最もよく
診断されるが、それ以外のウマも発症し、濃色の被
毛のウマに多く認められる。無汗症は、血中コルチ
ゾール値および呼吸数が上昇するため、特に内科
疾患（例えば代謝疾患あるいは呼吸器疾患など）を
併発しているウマにおいて問題になることがあ
る。
　最も一般的に認められるのは、限局性の無汗症
であり、夏に周囲の温度が上昇するのに伴ってパ
フォーマンスが低下する場合は考慮されなければ

ならない。病歴と運動後の臨床検査によって、正確
に診断することができる。限局性無汗症の臨床徴
候として、呼吸数の増加と直腸温の上昇が挙げら
れ、運動後にこれらが正常範囲に戻るのに要する
時間は延長する（30分以上）。
　暑い季節には、慢性の無汗症のウマは、無気力な
状態に加えて、一般的に被毛が乏しく乾燥してい
る。より運動量の少ない繁殖用牝馬や引退したパ
フォーマンス馬など、どんなウマでも夏の間は無
汗症に罹患する可能性があることに留意しなけれ
ばならない。罹患したウマは、休息時における呼吸
数が上昇し、日陰を探す傾向がある。
　無汗症は、テルブタリン（訳注：βアドレナリン
受容体作動薬。発汗刺激作用がある）の階段希釈剤
を注射することによって確定診断される。これは、
状態の重症度を調べ、治療に対する反応を評価す
るのに有用な場合がある。電解質分析を含む血液
検査もまた、治療計画の作成に有用な場合がある。
最終的に重症例に対して、汗腺の組織学的構造を
調べるために皮膚生検が実施される場合がある
が、確定診断に必要となることはまれである。
　無汗症の治療法にはいくつかの選択肢があり、
あるウマに対して効果的であっても他のウマには
効かないことがある。無汗症のウマに投薬治療を
行い、症状が改善するまでは、日中暑い間の激しい
運動を制限し、施設内に収容し、日陰を作り、風や
ミストをあて、更に冷水をかけるなどして体温の
上昇を抑制しなければならない。最も単純な処置
は、環境の管理を行うとともに、血液化学検査で見
つかった異常所見に対応した電解質を補給するこ
とである。通常の治療法に反応しない症例のため
の最後の手段は、ウマを気温があまり高くなく湿
潤な気候の地方に移動させることで、汗をかく能
力が回復する可能性がある。

連絡先：
Dr. Joan Gariboldi
(859) 333-5303
jcgariboldi@gmail.com 
Lexington, Kentucky

ウマヘルペスウイルス1型の症状

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、ウマによ
く認められる5種類のヘルペスウイルスのうちの
1つである。EHV-1感染症は、呼吸器系、繁殖系およ
び神経系の3種類の症候群を発現する。他のヘル
ペスウイルスと同様にEHV-1は潜伏感染するた
め、他のウマとの接触がない群においても発生し
得る。EHV-1感染症の予防としては、新しく入厩す
るウマに対する検疫、若齢馬、繁殖馬、ショーホー
スの馬群ごとの隔離、および予防接種が重要な管
理法となっているが、完全に予防することはでき
ない。予防接種は比較的短期間の免疫（4～5ヵ月）
しか賦与せず、その免疫も完全な防御はできない。
このことは予防接種を受けたウマでも発症する可
能性があるということを意味している。
　通常、EHV-1の呼吸器型は軽度であり、やがて回
復する。臨床症状は、馬インフルエンザやEHV-4な
ど他のウイルス性呼吸器疾患と類似しており鑑別
が難しい。発症馬は、発熱、発咳、漿液性鼻汁を示し
元気消失となる。
　繁殖にかかる疾病は、EHV-1による症状の中で
最も経済的に重要であると一般的に考えられてい
る。EHV-1感染により妊娠期の最後の三ヶ月間に
流産が引き起こされる。感染子馬は、生まれた場合
でも二次的疾患を伴うことが多く、非常に虚弱で
生後数日のうちに死亡する。ウイルスは繁殖牝馬
へ呼吸器感染し、血中に入り（ウイルス血症）、やが
て胎子に感染する。妊娠馬は通常不顕性感染で、出
産の兆候がないまま流産に至る。レプトスピラ症
などのような胎子が著しく腐敗することがある流
産とは対照的に、胎子は新鮮な状態で流産される。
　どんな流産の場合でも当該馬を隔離し、胎子の
組織を容器に封入し、検査機関に提出しなければ
ならない。そして、診断結果が出されるまでは、当
該馬と接触した牝馬の移動はもちろん、新しい牝
馬も入厩させるべきではない。胎子の組織や羊水
は感染性のものとして扱い、汚染された場所を洗
浄剤で洗浄し、消毒しなければならない。汚染され
た寝藁は袋に封入して廃棄するべきであり、牧草
地にまきちらしてはいけない。
　EHV-1による流産の場合、胎子の組織および羊
水は高濃度のウイルスを含む。また感染した子馬
および母馬は、呼吸器を介してウイルスを排出す

る。EHV-1は、呼吸器および接触した媒介物を介し
て伝播する。しかしながら、ヘルペスウイルスはエ
ンベロープを有するウイルスであり、洗浄剤で十
分に洗浄し、次いで消毒薬を用いることで容易に
不活化される。EHV-1感染を防止するためには、防
疫対策とウマの移動制限が重要である。
　診断は、実験室内検査と肉眼および組織学的検
査によって行われる。肉眼病変として、胸水や腹
水、肋骨による圧痕を伴う肺の肥大および肝臓全
体の散在性の小型白色巣が見られる。しかしなが
ら、剖検では病変を確認できない症例も多い。組織
学的に、EHV-1は多数の組織に壊死病変を形成し、
特に肺および肝臓で顕著である。特徴的な核内封
入体がしばしば認められる。ウイルス検出のため
の一般的な補助検査には、蛍光抗体法、ウイルス分
離およびPCR反応がある。
　EHV-1による流産は、単独でも発生するが、感受
性のある群においては急速に広がり、古くから言
われる「流産の嵐（abortion storm）」に至ることも
ある。管理方法の改善および市販のEHV-1ワクチ
ンによって、EHV-1による流産数は過去30年間で
劇的に減少しており、また発生のほとんどは単発
症例である。ケンタッキー大学の獣医診断研究所
で診断されたEHV-1による流産数を図3に示す。同
時期にEHV-1による新生子死亡と診断された症例

は、2011年に1例、2012年に2例、2014年に1例
だった。
　EHV-1による呼吸器および繁殖系の兆候は良く
知られており、古くから認識されている。よりウイ
ルスから防護するために、ウイルスの潜伏感染や、
長期的な免疫を誘導しより効果の高いワクチンの
生産については研究が続けられているものの、こ
れら二つの病型はよく理解されている。
　EHV-1の兆候のうちであまり理解されていない
のが、馬ヘルペスウイルス脊髄脳症（Equ ine  
Herpesvirus Myeloencephalopathy：EHM）である。
EHMは、しばしば元気消失とともに急性に運動失
調あるいは不全麻痺が起こり、失禁、尾部および肛
門の緊張低下、尾の挙上などの症状を単独あるい
は複合して認める神経系の疾患である。EHMは散
発的な神経疾患として起こるが、しばしばある一
つの馬群内での流行の前兆となることもある。競
馬場、ホースショーおよびその厩舎、乗馬厩舎など
の密集したウマの集団で発生することが多い。通
常、これらのウマはワクチン接種を受けているが、
ワクチン接種は、EHMに対する危険因子とはなら
ないが、防御効果もないように思われる。EHMの
病理はよく理解されているが、疾患の発現と進行
についてはあまり理解が進んでおらず、継続した
研究課題である。EHMの発生予防策としては、直
腸温の測定などウマをしっかりと観察し、発症馬
の迅速な隔離や施設の検疫を頻繁に行うといった
ことが重要である
　EHV-1は、ウマという動物の中で普遍的に存在
し、良く知られているが、まだまだ解明しなければ
ならないことは多い。

連絡先：
Dr. Laura Kennedy
(859) 257-8283
drlaurakennedy@uky.edu 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky

Total Abortions：流産総数
EHV-1 Abortions：EHV-1による流産数
Total ：総数
EHV-1：EHV-1
*Submissions for 2011 were subsidized resulting in an inflated 
number of cases
＊2011年は助成金が支給されたため、提出数が増えた。

図3.　 2011年～2015年にUKVDLに持ち込まれた
流産胎子数
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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競走馬総合研究所　臨床医学研究室　琴寄泰光

　馬蹄疾患の研究が世界で進み、蹄葉炎とはどんな疾患なのかについても少しずつ明らかにされてき
ている。現在、確認されている蹄葉炎の発症背景には、濃厚飼料多給、放牧地でのイネ科牧草の大量摂
取、インスリン抵抗性動物における高インスリン血症、全身性炎症性反応症候群SIRS、患肢の免重時に
発生する対側肢の蹄への過荷重（負重性）があるが、それ以外の機序もあると推察されている。機序の科
学的検証には、適正な発症モデルの作出が必須である。今回、翻訳された論文は、オーストラリアでは蹄
葉炎発症の80％を占めていると予測されている放牧地でのイネ科牧草の大量摂取、すなわち放牧型蹄
葉炎のモデルに関する報告である。日本でも生産地で起きているはずの放牧型蹄葉炎の理解のために
本論文の知見を普及する価値があることから、雑誌社および投稿者の許可をいただきここに全訳を掲
載する。なお、読者に理解しやすいように多少の意訳や補足説明を括弧書きにして、文中にちりばめて
ある点をご容赦願いたい。

翻訳監修　桑野睦敏（競走馬総合研究所臨床医学研究室）
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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表 1: 供試馬18頭の蹄葉炎の病理組織グレード（0=正常、1=軽
度、2=中程度、3=重度）および跛行グレード（Obel　1948）を示
す。跛行グレードと四肢の蹄葉炎病理組織グレードの和との間
には、強い相関が認められた（rs=0.97）。
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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図 4:　 コントロール群（▲）、7.5 g/kg bwt 群（◇）、10 g/kg bwt 
群（■）、12.5 g/kg bwt 群（△）のa）血中グルコース濃度および
b）コルチゾル濃度を示す。*10 g/kg bwt 群（n=8）とコントロー
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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要約
【研究の理由】
　ウマの蹄葉炎に関する理解を深めるために、再
現性が高く、臨床的にも妥当な実験的発症モデル
が必要とされている。オリゴフルクトース（OF）の
投与により蹄葉炎が発症したことから、牧草の採
食と蹄葉炎発症との関連が疑われた。

【目的】
　OFの食餌性の投与が蹄葉炎を誘導するか否か
明らかにすること。

【方法】
　ウマ12頭に対しOFを投与した（OF群）。一方、６
頭には投与しなかった（シャム群）。検査時間は48
時間とし、臨床検査に加え4時間間隔で血液を採

取した。蹄壁の葉状層の標本について光学顕微鏡
により組織学的に検索し、蹄葉炎の程度によりグ
レード分類した。

【結果】
　OF群全頭について、臨床的および組織学的にも
蹄葉炎を発症した（シャム群での発症は認めず）。

【考察】
　OFの食餌性過剰投与は、蹄葉炎の病態を研究す
るにあたって、有効な発症モデルであった。これ
は、蹄葉炎の自然発症例と牧草に含まれるフルク
タン量との関連性を示唆していた。

序論
　1975年以降スタンダードとなっている炭水化

物（穀類のデンプン）過給による食餌性蹄葉炎の実
験発症モデル（Garnerら1975）は、これまで数々の
研究で引用されてきた（Garnerら1977； Harkema
ら1978；　Linford 1987;　Troutら 1990； Pollitt 
and Davies 1998）。しかし、この発症モデルにより
蹄葉炎が誘導された一方、数頭において蹄葉炎を
発症しない、安楽死を必要とする状態に陥る、ある
いは死亡することが報告されている。また、ウマが
穀類のデンプンを偶然に大量摂食する確率は低い
ことを考慮すると、最も一般的な蹄葉炎の原因は
青々とした牧草（青草）の摂食と考えられ（Anon 
2000）、非構造性炭水化物（水溶性の炭水化物の総
称）であるフルクタンの牧草中への蓄積と蹄葉炎
発症との関連性が指摘されている（Longland and 
Cairns 2000）。なお、デンプンおよびフルクタンの
いずれも炭水化物重合体だが、前者が複数のブド
ウ糖分子が重合したものであるのに対し、後者は
複数の果糖分子（フルクトース）が重合したもので
ある。
　フルクタンは短鎖イヌリン様（β- 2,1グリコシ
ド結合）フルクトース重合体または重鎖タイプの
オリゴフルクトース（OF）としてチコリー

（Cichorium intybus；和名はキクニガナ）の根茎か
ら抽出され商品化（Rafulose P95）1）されている。最
も温暖な放牧地域の牧草はフレイン（phlein）・タ
イプあるいはイヌリン・タイプと同様にレバン・タ
イプ（β- 2,6グリコシド結合）のフルクタンをも産
生する（Simsら1992; Müller およびLier 1994; 
ChattertonおよびHarrison 1997）。ある特定の環
境下においては、牧草の茎に含まれるフルクタン
は高濃度（乾物50％未満）となる（Pollock および
Cairns 1991）。
　今回、信頼性の高い適当な蹄葉炎発症モデルの
開発にあたり、OFの過給が蹄葉炎を誘導し得るの
かを検討した。

材料と方法
　本研究では、レントゲンにて蹄が正常であり、か
つ跛行を認めないスタンダードブレッド種成馬
18頭（去勢オス13頭、メス5頭）を使用した。効果的
な投与量を決定するため、3段階のそれぞれ異な
る濃度のOF（Raftilose P-95）1）による予備実験が実

施された。まず、6頭のウマをランダムに2頭ずつ3
組に分け、それぞれに対しOFが7.5、10または12.5 
g/kg bwtで投与された。残りの12頭は、ランダム
に6頭ずつ2組に分けられ、一方には水道水4 Lに
OFを10 g/kg bwtを溶かしたものを、他方には水
道水4 Lのみを経鼻胃カテーテルを用いて投与し
た。
　供試馬は全て厩舎内飼育とし、試験開始前4週
間にわたりアルファルファ切草60％、細粒大麦
15％および配合飼料（Cool Command）２）25％で体
重に合わせた量を給餌した。OF投与予定の供試馬
については、ボーラス投与3日前からそれぞれ投
与予定の10％ずつ先行投与した。
　ボーラス投与直前（0時間）から48時間にわたり
4時間毎に一般臨床検査の他、血液学的ならびに
生化学的検査のための採血を実施した。一般臨床
検査項目は、食欲、態度、口腔粘膜の毛細血管再充
満時間（CRT）、心拍数、指動脈拍、便の硬さ、便の
pH、腹腔聴診および直腸温とした。また、常歩およ
び速歩での歩様検査により跛行を分類（Obel  
1948）した。
　予備実験については、投与後32時間の時点で供
した6頭中5頭に対し0.25 mg/kg bwtのフルニキ
シンメグルミン（Flunix）3）が投与された。OFを7.5 
g/kg bwtで投与された1組は、投与後24時間で5L
の補液（polyionic, i.v.）が行われた。OFを10.0 g/kg 
bwtで投与された6頭およびコントロール群の6頭
は、実験期間を通して治療の必要は認められな
かった。
　全ての馬は、投与後48時間で安楽殺（家畜銃使
用）処置とした。前後肢の蹄を細断、採材し、光顕に
よる組織学的検索により、Pollittらの提唱した蹄
葉炎の重症度に合わせてグレード分類した

（Pollitt 1996）。
　OF 投与10.0 g/kg bwt群（8頭）から4時間毎に得
られた直腸温、心拍数、糞便pH、血液学的および生
化学的検査のデータを、コントロール群（6頭）と
比較した（ウェルチのt検定、P = 0.05）。また、OF投
与7.5 および12.5 g/kg bwtの群から得られた結果
は、10.0 g/kg bwtの群とは別に蓄積することで、
各投与量に対するウマの用量反応の傾向を調べる
ことができた。前後左右の蹄の組織学的スコアは、

馬ごとに合計して比較した。組織学的スコアの合
計値と跛行グレードとの相関（rS）は、スペアマン
の順位相関係数により求めた。それぞれの結果か
ら中央値±s.e.を算出し、GraphPad Prism（version 
4.02）4）を用いて統計解析を実施した。
　本研究計画はクイーンズランド大学動物倫理委
員会（QAEC）によって、第一次産業局の定める動物
福祉法（2001年）に従って執行することが承認さ
れた。全ての被検動物は、実験者により継続的に経
過観察することとし、QAECの動物愛護官により精
査された。たとえ実験の計画的な終了時期の前で
あっても、疼痛を迅速に軽減することができない
場合は、早期の安楽殺の実施が本プロトコルに課
せられた条件であった。

結果
臨床検査
　OFを投与された被検馬は、その投与濃度に関係
なく全馬が実験期間を通じて死亡することはな
かった。大量の水瀉便は、OF投与10 g/kg bwt群に
おいて投与後12時間で発現し、投与後24から32
時間まで続いた。この下痢は、OF投与7.5 g/kg bwt

の2頭においても投与後16から36時間まで認めら
れた。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭の下痢は、より
早期である投与後8および12時間から発現し、投
与後40時間まで良化しなかった。コントロール群
においては、下痢は認められなかった。なお、OF投
与群、コントロール群のいずれにおいても疝痛は
認められなかった。
　OF投与群の全馬で、投与後12から36時間の間、
軽度あるいは中程度の沈鬱ならびに食欲不振が認
められ、いずれの症状も投与後48時間までに正常
化した。コントロール群の食欲、元気、CRTおよび
腸蠕動音は、48時間の実験期間を通して正常で
あった。OF投与群の数頭においてCRTは延長して
いた（2.0から2.5秒）。腹部聴診による腸蠕動音の
減弱は、OF投与群全てにおいて認められ、投与後
24から36時間までに正常化した。OF投与10.0 
g/kg bwt群では、心拍数が有意に増加し（図 1a）、
直腸温も有意に上昇していた（図 1b）（P<0.05）。

跛行および指（趾）動脈拍
　コントロール群の歩様は正常であったが、OF投
与群の歩様には、蹄葉炎に特徴的な跛行が認めら
れた。OF投与10.0 g/kg bwt群は、投与後24から36
時間（中央値±s.e.＝27±1.4時間）に跛行した。OF
投与7.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後28および
44時間から、12.5 g/kg bwtの2頭の跛行は投与後
28 および32時間から認められた。投与後48時間
の時点では、OF投与群のほとんどでObelグレード
2あるいは3の跛行が認められた（表 1）。OF投与
7.5 g/kg bwt群における指動脈拍の触知は、跛行
の出現と同調していた。投与後48時間での下肢部
の浮腫は、OF投与群の全てにおいて認められた。

PCVおよびTP
　OF投与10.0 g/kg bwt群において、投与後4時間
で血中血球容積（PCV）が大きくなりはじめ、投与
後20時間で最大となり（0.44±0.05 l/L）、投与後
16および32時間においては有意に増大していた。
同様の傾向がOF投与7.5 g/kg bwtの2頭において
も認められた。また、OF投与12.5 g/kg bwtの2頭
のPCVの増大は最も大きく（0.51 l/L）、最大となっ
た時間も最も早かった（投与後12時間）。

　OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿総タンパク質
（TP）は投与後8時間から増えはじめ、投与後20時
間で最大となり（79.5±5.8 g/L）、以降は投与後48
時間まで徐々に減少した。なお、投与後20および
24時間の値は有意に増加していた。これは、OF投
与7.5 g/kg bwtの2頭においても同様の傾向で
あった。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭では、より早
期に増加しており（投与後12時間）、最大値は80 
g/Lであった。

血漿電解質
　投与後12から16時間、OF投与群において血漿
NaおよびCl濃度の減少が認められ、投与後48時間
までこの状態が続いた。OF投与10.0 g/kg bwt群の
血漿NaおよびCl濃度は、投与後24および48時間に
おいて有意に減少していた（P<0.05）。OF投与10.0 
g/kg bwt群各馬における血漿Na濃度の最小値（投
与後28時間）の中央値は127.5±2.2 mmol/Lであ
り、血漿Cl濃度の最小値（投与後36時間）の中央値
は95.6±2.7 mmol/Lであった。OF投与12.5 g/kg 
bwtの2頭は、投与後8時間で血漿Na濃度およびCl
濃度の急激な上昇が観察された（Na :  1 4 5  
mmol/L、Cl: 107 mml/L）。
　血漿K濃度は、投与後16から32時間まで、全ての
OF投与群において緩やかに増加した。OF投与10.0 
g/kg bwt群における血漿K濃度は、投与後24時間
で最大となり（6.3±0.9 mmol/L）、同じ時間帯に

4.1±0.1 mmol/Lであったコントロール群と比較
して有意に高かった（P>0.05）。

白血球
　OF投与10.0 g/kg bwt群の血中総白血球数は、投
与後20から44時間において有意に増加しており

（P>0.05）、この増加は主に好中球の増加を示して
いた（図 2a）。同郡の好中球数は投与後24から48
時間まで有意に増加していた（P<0.05）。また、OF
投与群全てにおいて、リンパ球の持続的減少が認
められた（図 2b）。

血漿フィブリノーゲン
　全てのOF投与群において、投与後16から48時
間にかけ血漿フィブリノーゲン濃度が徐々に上昇
した。OF投与10.0 g/kg bwt群（4.4±0.4 g/L）とコ
ントロール群（2.7±0.3 g/L）との有意差は、投与
後48時間でのみ認められた（P>0.05）。

血漿D-およびL-乳酸塩
　全てのOF投与群の血漿L-乳酸塩濃度は、投与後
16から28時間にかけて著しく増加し（最大値>2 

mmol/L）、正常な値に戻ったのは投与後48時間で
あった。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿L-乳酸塩濃
度は、投与後28時間で最大値となり（2.3±0.5 
mmol/L）、投与後12から36時間まで有意に増加し
ていた（P>0.05）。なお、コントロール群の血漿L-乳
酸塩濃度は、0.8±0.1および1.4±0.1 mmol/Lの間
で変化していた。
　全てのOF投与群の血漿D-乳酸塩濃度は、投与後
4から40時間にかけて著しく増加した（図 3a）。特
にOF投与10.0 g/kg bwt群では投与後44時間の一
点以外、全ての時間帯において有意に増加してい
た（P>0.05）。OF投与12.5 g/kg bwtの2頭における
D-乳酸塩濃度の最大値（投与後24時間、2 .8  
mmol/L）は、OF投与10.0 g/kg bwt群の最大値（投
与後20時間、1.7±0.3 mmol/L）に比べかなり高値
であった。コントロール群の血漿D-乳酸塩濃度は、
0.1 mmol/Lを超えることはなかった。

糞便pH
　全てのOF投与群の糞便pHは、コントロール群の
投与直後よりも低かった。特にOF投与10.0 g/kg 

bwt群の糞便pH（7.1±0.2）は、コントロール群の
糞便pH（7.3±0.1）とは有意に異なっていた。全て
のOF投与群の糞便pHは、OF投与後から急激に低
下した（図 3b）。なお、コントロール群の糞便pH
は、実験期間を通して7.0以上を維持しただけでな
く、OF投与10.0 g/kg bwt群よりも有意に高い値で
推移した（P>0.05）。

血漿重炭酸塩
　全てのOF投与群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後
8から24時間において急激に減少し、その後、投与
48時間までに徐々に回復した。OF投与10.0 g/kg 
bwt群の血漿重炭酸塩濃度は、投与後16から44時
間にかけ有意に低値であった（P>0.05）。OF投与
10 .0  g/kg  bwt群の最低値（投与後24時間、
16.8±2 mmol/L）は、OF投与7.5 g/kg bwtの2頭

（投与後20時間、21.8 mmol/L）よりも低く、OF投
与12.5 g/kg bwtの2頭（投与後28時間、16.5 
mmol/L）よりも高かった。コントロール群の血漿
重炭酸塩濃度は、26 .2±0 .4から28 .7±0 .4  
mmol/Lの間で推移していた。

血漿グルコース、インスリンおよびコルチゾル
　全てのOF投与群の血漿グルコース濃度は投与
後8時間から増加した（特に12.5 g/kg bwt投与
群）。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿グルコース濃
度は、投与後12から48時間において有意に高値を
示した(図 4a)（P>0.05）。
　血漿インスリン濃度は、OF投与群およびコント
ロール群の両者において変動が認められた。コン
トロール群との比較では、投与後12から48時間に
おいてOF投与群の血漿インスリン濃度は増加し
ていた。しかしながら、有意な増加を認めたのは、
OF投与10.0 g/kg bwt群のうち投与後12、40およ
び44時間の三点のみであった（P>0.05）。
　全てのOF投与群において、投与後8時間から著
しい血漿コルチゾル濃度の増加が認められた(図 
4b)。OF投与10.0 g/kg bwt群の血漿コルチゾル濃
度は、投与後12から40時間にかけて有意に高かっ
た（P>0.05）。同群の血漿コルチゾル濃度の最大値
は、446±51 mmol/L（投与後24時間）であった。一
方、コントロール群における血漿コルチゾル濃度

は日周性に変動し、最低値は58±12 mmol/Lであ
り、最高値は171±19 mmol/Lであった。

葉状層の組織学的検索
　全てのOF投与群で、最低でも1肢において、蹄葉
炎に起因する葉状層の病理組織学的変化が認めら
れた。コントロール群においては、蹄葉炎の発症を
示唆するような病理組織学的所見は得られなかっ
た。前肢および後肢における組織学的スコアは表 
1に示したとおりであった。また、本研究に供され
た18頭の跛行グレードと組織学的スコアには、高
い相関が認められた（rs = 0.97）。

考察
　全てのOF投与群で蹄葉炎の発症が確認され、デ
ンプン以外の植物由来の炭水化物であっても蹄葉
炎を誘導できることが明らかとなった。このOFを
実験的に投与する際には、10.0 g/kg bwtでの投与
が推奨される。なお、本実験で確認された蹄の葉状
層における病理組織学的変化は、デンプンの過給
による蹄葉炎において認められるものと類似して
いた（Pollitt 1996）。

　OFは容易に水に溶解し、胃の膨張や疝痛といっ
た症状を示すことなく、経鼻胃カテーテルによっ
て簡単に被検馬に投与することができた。消化管
を介したOFの投与による臨床症状および代謝へ
の影響は、デンプンの消化管を介した過給と同様
であった（Garnerら 1975、Harkemaら 1978）。基
本的にどちらの発症モデルにおいても程度は異な
るものの脱水、電解質の喪失、心血管性ショックお
よび内毒症をもたらすが、本研究においては、より
急速な病態の進行が認められた。OF投与後には、
まず浸透圧性の水分の移動が起こり、軽度の血液
濃縮、高タンパク血症、高Na血症、および高Cl血症
となり、これに続いて中程度あるいは重度の大腸
炎に特有の電解質喪失と脱水が認められた

（Mooreら 1981、Clarkeら 1982）。経消化管OF投
与による最も明らかな影響は、早期の酸性下痢症
の発現だった。OF投与10.0 g/kg bwt群における投
与後24から32時間での下痢の後、臨床症状は正常
に復帰したものの、投与後24から36時間には跛行
が認められた。このように、本研究で観察された蹄
葉炎の症状は、Morganらが報告したデンプンの過
給によって誘導された蹄葉炎と同様のものだった
が（2003）、Minnickらが報告した黒くるみによっ
て誘導された蹄葉炎ほど進行が早くはなかった

（投与後12時間以内に発症）（1987）。
　OF投与後の糞便pHの著しい低下に随伴して乳
酸血症が認められたが、（D-およびL-の両乳酸塩異
性体）。これは、デンプンの過給による実験で報告
された状況と同様であった（Garnerら 1977）。こ
のD-乳酸塩は腸内の細菌によってのみ生み出され
る異性体であることから、その血中への出現は、後
腸における炭水化物発酵のマーカーと言われてお
り（Al JassimおよびRowe 1999）、OF投与後２０時
間で最大値となった後に急激に低下した血漿D-乳
酸塩濃度は、哺乳類がOFを代謝する酵素を持たな
いこと、未消化のOFは盲腸において微生物発酵で
代謝される（RoberfroidおよびDelzenne 1998）こ
とを考慮すると、後腸におけるD-乳酸塩を産生す
る生物が急増していたことを示唆していた（Al 
Jassimら 2005）。また、フルクタンがin vitroで馬
の後腸内に加えられた場合、主に連鎖球菌や乳酸
菌などのグラム陽性バクテリアの著しい選択的激

増が起こるとも報告されている（Al Jassimおよび
Rowe 1999; Baileyら 2003）。一方、Garnerらは、デ
ンプン投与後に後腸における乳酸球菌の有意な増
加と、連鎖球菌の減少とが認められたことを報告
している（1978）。これに対し、Milinovichらは、OF
投与モデルにおいてOF投与8から16時間後におけ
る糞便中の連鎖球菌が増加し、跛行の発現に先駆
けてOF発酵性の生物、特にStreptococcus bovis 

（現在は、Streptococcus infantarius ssp. coliと呼ば
れる）が分離されたことを報告している（2005）。
本研究における蹄葉炎の発症は、恐らく、後腸での
OF発酵性生物の減少に一致するように、血漿D-乳
酸塩濃度がピークを迎えた後に確認されている。
こうして一時的に増加したグラム陽性菌は、葉状
層の基底膜を酵素的分解する（Mungallら2001）、
あるいは葉状層の血液循環に影響を与える

（Baileyら 2003）トリガーとなる物質を遊離する。
そして、このトリガー物質が一過性に浸透性腸壁
を介して吸収されると考えられることから

（Weissら 1998）、牧草に含まれるフルクタンは、
後腸におけるグラム陽性菌の激増、基底膜の剥離
および蹄葉炎の発症に関与していると考えられ
た。
　蹄葉炎発症のメカニズムにおけるグルコース、
コルチゾルおよびインスリンの役割は、いまだ明
らかとなっていないが、本研究においてOF投与後
は、グルコースおよびコルチゾルの有意かつ持続
的な増加が認められている。この高血糖状態は、高
インスリン血症と同時に認められたことから、被
検馬のインスリン抵抗性の発現を示唆していた

（Johnson 2002）。こうして突然インスリンに対す
る感受性が低くなった（インスリン抵抗性を獲得
した）結果、葉状層でのグルコースの取り込みが阻
害され、葉状層の移植培養片（FrenchおよびPollitt 
2004a）や、OFによって誘導された蹄葉炎発症馬
の葉状層（FrenchおよびPollitt 2004b）における超
微細細胞間構造のヘミデスモソームが消失するの
かもしれない。もし、葉状層におけるグルコースの
取り込みがインスリンに依存するものではない場
合、過剰なグルコースに関連するメカニズム（例え
ば、糖毒性血管内皮炎）が蹄葉炎の発症に繋がって
いると考えられる（Johnsonら 2004）。

　馬は、通常、乾物量にして日量15kgもの牧草を
消費するとされており（McMeniman 2000）、牧草
に含まれるフルクタン濃度が30から50%である
ことから（PollockおよびCairns 1991）、1頭の馬が
1日に摂取するフルクタンは、理論上、5から7 kg

（あるいは10から15 g/kg bwt）ということにな
り、本研究でのOF投与量と同程度であった。これ
はすなわち、適切な飼養管理方法の構築により、牧
草による食餌性蹄葉炎を予防できる可能性がある
ことを意味している（KingおよびMansmann 
2004; Watts 2004）。
　本研究でOFの過給（10 g/kg bwt）が行われたウ
マの蹄葉炎発症率は100%であったこと、また、筆
者の研究所における追試においても概ね90%の蹄
葉炎発症率が得られたことから（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF蹄葉炎発症モデル
の信頼性は、黒くるみによる蹄葉炎発症モデルと
同程度であり（Minnickら 1987）、かつて報告され
たデンプンによる蹄葉炎発症モデルよりも高かっ
たと言える（Garnerら 1977; Harkemaら 1978; 
Linford 1987; Troutら 1990; PollittおよびDavies 
1998）。試験前には、後腸をOFの発酵に慣れさせ
るため3日間にわたりOFを予定量の10%で投与し
たが、このような少量であっても血漿D-乳酸塩の
有意な増加、糞便pHの酸性化などの後腸での発酵
を示す変化が起こっていた。筆者らは、この事前投
与の必要性について確証を得ることはできなかっ
たが、蹄葉炎を高率に誘導した状況や、被検馬4頭
に対し事前投与を行わなかった別の研究でOF投
与量が10 g/kg bwtであっても重度の血液濃縮な
らびに血液量減少が起こり、投与後24時間での安
楽死を余儀なくされた経験から（A.W. van Epsと
C.C. Pollittの未発表データ）、OF投与の前に数週
間、適度な量の非構造的炭水化物を含んだ飼料に
馬を順応させる必要があると思われた。
　蹄葉炎の発病の解明については、実験的に誘発
された蹄葉炎を用いた研究に依存せざるを得ない
現状にあって、本研究で実施したOF過給は、牧草
に含まれるフルクタンに起因する臨床症例に関す
る研究に有用な信頼性の高い蹄葉炎発症モデルと
なると言えよう。
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学会見聞記

第42回比較心電図研究会

　9月5日（土）、第42回比較心電図研究会が東京大
学において行われた。本研究会が発足したのは、ウ
マの心電図のT波やQRS波の向きがヒトの心電図
と違うことにヒトの心電図研究者が興味を抱いた
ことがきっかけとなっている。現在においても、医
側の参加者の関心は高く、日本における心電図研
究の最前線の研究者が参加している研究会でもあ
る。今回のシンポジウムは「房室ブロックの病態と
臨床：ヒトと動物の共通点・相違点」のテーマで開
催され、6演題が発表された。以下に、内容を簡単
に紹介する。

1．ヒト房室ブロックの診断と治療（順天堂大学・
中里祐二）
　明らかに症状を伴う徐脈が確認されている場合
は、電気生理検査は必要とされない。それ以外の場
合では、ブロック部位の診断は、予後判定や治療の
選択に際し、重要な情報となる。特に高度あるいは
完全房室ブロックにおいては、下位中枢すなわち
補充調律の安定性が臨床像に大きく影響する。ブ
ロック部位が下位になるほど、補充調律の興奮頻
度が低下するとともに不安定となり、その結果と
して、失神発作や心不全などの重篤な臨床症状が
出現してくる。また、His束内でおこるBHブロック
あるいはHis束遠位でおこるH-Vブロックにおい
ては、たとえブロックの頻度が1度や2度と軽度で
あっても、将来的にはより高度のブロックに進展
しやすい。したがって、電気生理の適応があり、ブ
ロック部位診断が可能な場合は、治療方針決定の
上で極めて有用な情報となる。本症の治療は人工
ペースメーカーが主体であり、その適応は臨床症
状によるが、ブロック部位と程度からも慎重に検
討すべきである。

2．ヒト房室ブロックの病理学的背景（順天堂大
学・河合祥雄）

　1度ないしウェンケバッハ型の2度房室ブロッ
クでは、主病変はアプローチ部・結節・房室束より
上にある。1度の房室ブロックでは、病変がほとん
どないか、わずかな水腫、軽度の小円形細胞浸潤・
筋収縮帯・線維症などの房室結節病変にとどまる。
ウェンケバッハ型の2度房室ブロックでは、1度房
室ブロックの所見に加えて、アプローチ部の変化
が指摘されている。
　完全房室ブロックでは、His束以下の高度の病変
が対応する。慢性の完全房室ブロックでは、房室結
節または房室束の少なくとも1断面で3/4以上の
伝導系細胞の融解・変性・消失・線維症による置換
などの破壊性変化がみられ、この判断基準は診断
上有益である。
　His束内ブロックでは、障害がHis束貫通部にあ
り、2つの電位のうちH1はHis束貫通部近位、H2は
His束貫通部遠位からの電位であると理解されて
いる。しかし、His束（房室束）貫通部は分岐部に比
較して短く、ブロック時には貫通部近位と遠位の
2つの電位が記録されるとするよりは、貫通部の
障害が軽く、かつH1電位を作るほどの伝導系細胞
が残存することと理解した方が合理的である。
　房室ブロックの形態学的な裏付けは、従来、伝導
系細胞の高度の消失（変性、脂肪・線維性置換）を手
がかりに、臨床データとの対比を中心に進められ
てきた。しかし、病変と機能の対比は必ずしも満足
できるものではない。成因に関していえば、Lev病
の成因が循環障害であるのか、機械的な障害によ
るのか、Lenegre病の線維性置換の成因、通常の伝
導系細胞の消失・脂肪性置換との機序またはそれ
らの相違などは検討されておらず、今後解明され
るべき問題は多い。

3．犬および猫の完全房室ブロックの病因（東京農
工大学・町田　登）
　過去8年間に、心電図検査で完全房室ブロック

　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)

と診断され、死後、病理学的検査が行われた犬24
例および猫16例を対象とした。これらの症例のう
ち、犬では17例に、猫では4例にペースメーカー植
え込み手術が行なわれていた。
　基礎心疾患として、犬では13例に僧房弁および
三尖弁の中等度～重度の粘液腫様変性（弁膜症）が
みられ、いずれも中心線維体に加齢病変としての
顕著な線維増生（いわゆる心臓骨格左側の硬化症）
を伴っていた。また、8例に重度のリンパ球性非化
膿性心筋炎、2例に先天性の房室伝導系異常（His束
の狭小化）、1例に原発性の心臓リンパ腫が認めら
れた。猫では8例が肥大型心筋症、2例が不整脈源
性右室心筋症、1例が拘束型心筋症に罹患してい
たが、残りの5例に明確な基礎心疾患は見出され
なかった。また、心筋症11例を含めた16例すべて
に心臓骨格左側の硬化症が観察された。
　一方、房室伝導系の組織学的検索では、先天性房
室伝導系異常のイヌ2例を除く犬と猫の全例に、
房室結節・His束および/あるいは脚に、線維増生、
線維増生および粘液腫様変性、リンパ球性心筋炎、
リンパ腫細胞の浸潤などに起因する伝導系細胞の
脱落・消失がみられ、房室伝導系の連続性は種々の
程度に絶たれていた。
　犬および猫における完全房室ブロック発生の形
態学的基礎をなしているのは、房室伝導系細胞の
脱落・消失であり、多くの例で潜在する各種心疾患
が房室伝導系を含めた房室接合部領域に重度の器
質的変化をもたらしていた。完全房室ブロック発
生との関連で最も注目された基礎心疾患は犬の弁
膜症と猫の心筋症であり、これらの心疾患はいず
れも房室伝導系が走行する房室接合部領域に過度
の機械的ストレスや血行力学的負荷を与えること
で、加齢性病変である心臓骨格左側の硬化症をよ
り増大させ、完全房室ブロック発生の解剖学的素
地を形成するものとみなされた。

4．犬猫の房室ブロックの診断と治療の実際（東京
農工大学・福島隆治）
　治療には、①原因の除去による状況の改善、②徐
脈性不整脈に対する内科療法、③ペースメーカー
の植え込みの3つに大別できる。これらは、それぞ
れ単独の実施では、治療成功に結びつかないこと

も多い。まず①②を行い、効果が乏しい場合は、③
が選択される。犬猫では、失神発作を主訴として来
院する場合がほとんどであるため、最初から③が
第一選択となるべき症例が多い。
　原因の1つとなる迷走神経緊張は、頚部の腫瘍・
消化管疾患・呼吸器疾患などの基礎疾患を有する
症例で認められる。短頭種気道症候群では軟口蓋
切除術や外鼻腔拡大術を行うことで、迷走神経緊
張を緩和することが可能であると考えられる。そ
の他の疾患では、神経に対する圧迫病変を伴うこ
とが多いので、内科療法や外科手術による圧迫病
変の除去が必要となる。
　内科療法においては、抗コリン作動薬・β受容体
作動薬・アミノフィリン・アンギオテンシン変換阻
害剤・グルココルチコイド・硝酸イソソルビド・シ
ロスタゾール・ピモペンダンなどが用いられる。
　ペースメーカーの植え込みには多くの制限があ
るため、たとえ動物にとって必要であっても、飼い
主は選択しないことが多い。理由としては、経済的
問題、基礎疾患や併発する心不全により動物の状
態がすでに悪い、デバイスの入手が困難、診断が不
正確であることなどが挙げられる。しかし、救命的
治療としては、最も重要であることは疑いない。獣
医療における明確な埋め込み術実施基準は
存在しないが、ヒト医療で用いられているAHA

（American Heart Association）とACC（American 
College of Cardiology）によるガイドラインは、獣
医療においても利用可能と思われる。

5．イヌ・サルおよびブタの房室ブロックモデルを
用いた薬効評価（東邦大学・杉山　篤）
　慢性房室ブロックモデル動物は、開発候補化合
物のtorsades de pointes（TdP：トルサドポアン、多
形性心室頻拍）誘発リスクの定量評価に用いられ
ている。慢性房室ブロックモデル動物は、代謝産物
を含めた薬物の総合的リスク評価も可能である
が、薬物によっては、動物の薬物代謝経路がヒトと
異なる場合もあるので、結果の解釈には注意が必
要である。現時点では、イヌ・サルに加えてブタを
用いた慢性房室ブロックモデルが利用できる。
　イヌの慢性房室ブロックモデルは、ビーグル犬
を全身麻酔し、電極カテーテルを房室結節領域に

留置し、先端電極より高周波を通電し、房室結節を
破壊することで、安定した補充調律を有する完全
房室ブロックを作製する。徐脈性の容量負荷に対
する代償反応として、心筋リモデリングが進行す
るが、その過程で誘発される再分極予備力の減少
が、QT延長症候群の検出力を増加させる。このモ
デルは、麻酔下でも無麻酔下でも薬物誘発性TdP
リスクを定量的に層別化することができる。しか
し、イヌモデルの場合、TdPが発生した場合、その
ほとんどが心室細動に移行して死亡するため、死亡
する可能性があることを前提にしたデータは、動物
愛護の観点から受け入れが困難になりつつある。
　サルのモデルでは、カニクイザルが用いられ、イ
ヌで確立した方法で慢性房室ブロックモデルを作
製することができる。このサルモデルはイヌモデ
ルと同程度のTdP検出感度を持っている。一方、イ
ヌモデルと大きく異なり、TdPの多くは自然停止
するので、反復利用できることや同一個体での多
剤比較試験や用量反応性の評価が可能であるなど
の利点がある。しかし、海外ではサルを用いた研究
に対しては厳しい基準が適用されているため、イ
ヌモデルと同様に、動物愛護の問題を抱えている。
　世界最小サイズの超小型実験用ミニブタ（登録
名マイクロミニピッグ）に完全房室ブロックモデ
ルを作製し、2ヵ月後に高リスク薬を投与すると、
QT間隔の延長とともに、種々の心室不整脈が誘発
された。このマイクロミニピッグのモデルは、イヌ
やサルのモデルで観察されるような典型的なTdP
は誘発されないが、動物愛護の観点からの制約が
少ないという利点を有している。

6．ウサギの房室ブロックモデルを用いた薬効評
価（東邦大学・萩原美帆子）
　心室の活動電位形成に大きな影響を与えている
のは、再分極に関与する複数のK+チャネル電流で
あり、そのチャネル構成比は動物種により異なる
ことが知られている。遅延整流性K+電流の急速活
性化成分遮断薬の投与により、容易に早期後脱分
極が誘発されること、さらに覚醒下のウサギに同
様の投与を行うと、高度にTdPが発生することが
知られており、ウサギの心臓は催不整脈性が高い
と考えられている。

　この研究では、ウサギ心筋の催不整脈特性を、完
全房室ブロックモデルを用いて検討した。カテー
テルアブレーションにより房室ブロックモデルを
作製後、心室を60bpmまたは120bpmで電気的に
駆動し、Ⅲ群抗不整脈薬のニフェカラントを静脈
内投与した。ニフェカラントにより逆頻度依存的
なQT間隔の延長が観察され、60bpm刺激した群に
おいて、高頻度にTdPの発生が観察された。また、
慢性房室ブロックモデルを作製したところ、QT延
長薬非投与下においてもTdPの自然発生が4週間
の経過期間中に認められた。これらのことから、ウ
サギ心臓の催不整脈特性は徐脈時に強く認めら
れ、さらに慢性的な徐脈条件下では、その催不整脈
特性が増強することが示唆された。

　房室ブロックはサラブレッド競走馬に最もよく
認められる不整脈の1つである。育成期から競走
期のサラブレッドに認められる房室ブロックは運
動により消失することから、トレーニングによる
迷走神経緊張が関与する機能的なものと考えられ
ている。しかし、高齢馬においても、房室ブロック
は頻繁に観察される。この高齢馬の房室ブロック
が機能的なものである可能性は低いように思われ
るが、いずれにしても、サラブレッドの房室ブロッ
クは実際的に治療の対象とはなっていない。ヒト
では、高度あるいは完全房室ブロックでは失神発
作など重大な臨床症状を示すため、ペースメー
カー適用症例となる重要な疾病である。動物医療
分野でも、犬や猫では臨床症状が現れ、治療対象と
なっており、ペースメーカーの植え込み手術も行
われている。ただ、犬と猫では基礎となる疾患や臨
床症状が異なっているなど、動物差があり、興味深
い現象である。
　育成期から競走期のサラブレッドで、器質的障
害のある房室ブロックが観察されることは極めて
稀と思われる。以前、育成期の若馬で、キャンター
終了後に失神して倒れるという馬の心電図記録を
みたことがあるが、キャンター終了後に房室ブロック
が頻発していた。この症例はおそらく器質的障害
のある房室ブロック例と思われるが、心電図の元
記録を入手しなかったことが残念な症例である。

（平賀 敦）
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　9月5日（土）、第42回比較心電図研究会が東京大
学において行われた。本研究会が発足したのは、ウ
マの心電図のT波やQRS波の向きがヒトの心電図
と違うことにヒトの心電図研究者が興味を抱いた
ことがきっかけとなっている。現在においても、医
側の参加者の関心は高く、日本における心電図研
究の最前線の研究者が参加している研究会でもあ
る。今回のシンポジウムは「房室ブロックの病態と
臨床：ヒトと動物の共通点・相違点」のテーマで開
催され、6演題が発表された。以下に、内容を簡単
に紹介する。

1．ヒト房室ブロックの診断と治療（順天堂大学・
中里祐二）
　明らかに症状を伴う徐脈が確認されている場合
は、電気生理検査は必要とされない。それ以外の場
合では、ブロック部位の診断は、予後判定や治療の
選択に際し、重要な情報となる。特に高度あるいは
完全房室ブロックにおいては、下位中枢すなわち
補充調律の安定性が臨床像に大きく影響する。ブ
ロック部位が下位になるほど、補充調律の興奮頻
度が低下するとともに不安定となり、その結果と
して、失神発作や心不全などの重篤な臨床症状が
出現してくる。また、His束内でおこるBHブロック
あるいはHis束遠位でおこるH-Vブロックにおい
ては、たとえブロックの頻度が1度や2度と軽度で
あっても、将来的にはより高度のブロックに進展
しやすい。したがって、電気生理の適応があり、ブ
ロック部位診断が可能な場合は、治療方針決定の
上で極めて有用な情報となる。本症の治療は人工
ペースメーカーが主体であり、その適応は臨床症
状によるが、ブロック部位と程度からも慎重に検
討すべきである。

2．ヒト房室ブロックの病理学的背景（順天堂大
学・河合祥雄）

　1度ないしウェンケバッハ型の2度房室ブロッ
クでは、主病変はアプローチ部・結節・房室束より
上にある。1度の房室ブロックでは、病変がほとん
どないか、わずかな水腫、軽度の小円形細胞浸潤・
筋収縮帯・線維症などの房室結節病変にとどまる。
ウェンケバッハ型の2度房室ブロックでは、1度房
室ブロックの所見に加えて、アプローチ部の変化
が指摘されている。
　完全房室ブロックでは、His束以下の高度の病変
が対応する。慢性の完全房室ブロックでは、房室結
節または房室束の少なくとも1断面で3/4以上の
伝導系細胞の融解・変性・消失・線維症による置換
などの破壊性変化がみられ、この判断基準は診断
上有益である。
　His束内ブロックでは、障害がHis束貫通部にあ
り、2つの電位のうちH1はHis束貫通部近位、H2は
His束貫通部遠位からの電位であると理解されて
いる。しかし、His束（房室束）貫通部は分岐部に比
較して短く、ブロック時には貫通部近位と遠位の
2つの電位が記録されるとするよりは、貫通部の
障害が軽く、かつH1電位を作るほどの伝導系細胞
が残存することと理解した方が合理的である。
　房室ブロックの形態学的な裏付けは、従来、伝導
系細胞の高度の消失（変性、脂肪・線維性置換）を手
がかりに、臨床データとの対比を中心に進められ
てきた。しかし、病変と機能の対比は必ずしも満足
できるものではない。成因に関していえば、Lev病
の成因が循環障害であるのか、機械的な障害によ
るのか、Lenegre病の線維性置換の成因、通常の伝
導系細胞の消失・脂肪性置換との機序またはそれ
らの相違などは検討されておらず、今後解明され
るべき問題は多い。

3．犬および猫の完全房室ブロックの病因（東京農
工大学・町田　登）
　過去8年間に、心電図検査で完全房室ブロック

　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)

と診断され、死後、病理学的検査が行われた犬24
例および猫16例を対象とした。これらの症例のう
ち、犬では17例に、猫では4例にペースメーカー植
え込み手術が行なわれていた。
　基礎心疾患として、犬では13例に僧房弁および
三尖弁の中等度～重度の粘液腫様変性（弁膜症）が
みられ、いずれも中心線維体に加齢病変としての
顕著な線維増生（いわゆる心臓骨格左側の硬化症）
を伴っていた。また、8例に重度のリンパ球性非化
膿性心筋炎、2例に先天性の房室伝導系異常（His束
の狭小化）、1例に原発性の心臓リンパ腫が認めら
れた。猫では8例が肥大型心筋症、2例が不整脈源
性右室心筋症、1例が拘束型心筋症に罹患してい
たが、残りの5例に明確な基礎心疾患は見出され
なかった。また、心筋症11例を含めた16例すべて
に心臓骨格左側の硬化症が観察された。
　一方、房室伝導系の組織学的検索では、先天性房
室伝導系異常のイヌ2例を除く犬と猫の全例に、
房室結節・His束および/あるいは脚に、線維増生、
線維増生および粘液腫様変性、リンパ球性心筋炎、
リンパ腫細胞の浸潤などに起因する伝導系細胞の
脱落・消失がみられ、房室伝導系の連続性は種々の
程度に絶たれていた。
　犬および猫における完全房室ブロック発生の形
態学的基礎をなしているのは、房室伝導系細胞の
脱落・消失であり、多くの例で潜在する各種心疾患
が房室伝導系を含めた房室接合部領域に重度の器
質的変化をもたらしていた。完全房室ブロック発
生との関連で最も注目された基礎心疾患は犬の弁
膜症と猫の心筋症であり、これらの心疾患はいず
れも房室伝導系が走行する房室接合部領域に過度
の機械的ストレスや血行力学的負荷を与えること
で、加齢性病変である心臓骨格左側の硬化症をよ
り増大させ、完全房室ブロック発生の解剖学的素
地を形成するものとみなされた。

4．犬猫の房室ブロックの診断と治療の実際（東京
農工大学・福島隆治）
　治療には、①原因の除去による状況の改善、②徐
脈性不整脈に対する内科療法、③ペースメーカー
の植え込みの3つに大別できる。これらは、それぞ
れ単独の実施では、治療成功に結びつかないこと

も多い。まず①②を行い、効果が乏しい場合は、③
が選択される。犬猫では、失神発作を主訴として来
院する場合がほとんどであるため、最初から③が
第一選択となるべき症例が多い。
　原因の1つとなる迷走神経緊張は、頚部の腫瘍・
消化管疾患・呼吸器疾患などの基礎疾患を有する
症例で認められる。短頭種気道症候群では軟口蓋
切除術や外鼻腔拡大術を行うことで、迷走神経緊
張を緩和することが可能であると考えられる。そ
の他の疾患では、神経に対する圧迫病変を伴うこ
とが多いので、内科療法や外科手術による圧迫病
変の除去が必要となる。
　内科療法においては、抗コリン作動薬・β受容体
作動薬・アミノフィリン・アンギオテンシン変換阻
害剤・グルココルチコイド・硝酸イソソルビド・シ
ロスタゾール・ピモペンダンなどが用いられる。
　ペースメーカーの植え込みには多くの制限があ
るため、たとえ動物にとって必要であっても、飼い
主は選択しないことが多い。理由としては、経済的
問題、基礎疾患や併発する心不全により動物の状
態がすでに悪い、デバイスの入手が困難、診断が不
正確であることなどが挙げられる。しかし、救命的
治療としては、最も重要であることは疑いない。獣
医療における明確な埋め込み術実施基準は
存在しないが、ヒト医療で用いられているAHA

（American Heart Association）とACC（American 
College of Cardiology）によるガイドラインは、獣
医療においても利用可能と思われる。

5．イヌ・サルおよびブタの房室ブロックモデルを
用いた薬効評価（東邦大学・杉山　篤）
　慢性房室ブロックモデル動物は、開発候補化合
物のtorsades de pointes（TdP：トルサドポアン、多
形性心室頻拍）誘発リスクの定量評価に用いられ
ている。慢性房室ブロックモデル動物は、代謝産物
を含めた薬物の総合的リスク評価も可能である
が、薬物によっては、動物の薬物代謝経路がヒトと
異なる場合もあるので、結果の解釈には注意が必
要である。現時点では、イヌ・サルに加えてブタを
用いた慢性房室ブロックモデルが利用できる。
　イヌの慢性房室ブロックモデルは、ビーグル犬
を全身麻酔し、電極カテーテルを房室結節領域に

留置し、先端電極より高周波を通電し、房室結節を
破壊することで、安定した補充調律を有する完全
房室ブロックを作製する。徐脈性の容量負荷に対
する代償反応として、心筋リモデリングが進行す
るが、その過程で誘発される再分極予備力の減少
が、QT延長症候群の検出力を増加させる。このモ
デルは、麻酔下でも無麻酔下でも薬物誘発性TdP
リスクを定量的に層別化することができる。しか
し、イヌモデルの場合、TdPが発生した場合、その
ほとんどが心室細動に移行して死亡するため、死亡
する可能性があることを前提にしたデータは、動物
愛護の観点から受け入れが困難になりつつある。
　サルのモデルでは、カニクイザルが用いられ、イ
ヌで確立した方法で慢性房室ブロックモデルを作
製することができる。このサルモデルはイヌモデ
ルと同程度のTdP検出感度を持っている。一方、イ
ヌモデルと大きく異なり、TdPの多くは自然停止
するので、反復利用できることや同一個体での多
剤比較試験や用量反応性の評価が可能であるなど
の利点がある。しかし、海外ではサルを用いた研究
に対しては厳しい基準が適用されているため、イ
ヌモデルと同様に、動物愛護の問題を抱えている。
　世界最小サイズの超小型実験用ミニブタ（登録
名マイクロミニピッグ）に完全房室ブロックモデ
ルを作製し、2ヵ月後に高リスク薬を投与すると、
QT間隔の延長とともに、種々の心室不整脈が誘発
された。このマイクロミニピッグのモデルは、イヌ
やサルのモデルで観察されるような典型的なTdP
は誘発されないが、動物愛護の観点からの制約が
少ないという利点を有している。

6．ウサギの房室ブロックモデルを用いた薬効評
価（東邦大学・萩原美帆子）
　心室の活動電位形成に大きな影響を与えている
のは、再分極に関与する複数のK+チャネル電流で
あり、そのチャネル構成比は動物種により異なる
ことが知られている。遅延整流性K+電流の急速活
性化成分遮断薬の投与により、容易に早期後脱分
極が誘発されること、さらに覚醒下のウサギに同
様の投与を行うと、高度にTdPが発生することが
知られており、ウサギの心臓は催不整脈性が高い
と考えられている。

　この研究では、ウサギ心筋の催不整脈特性を、完
全房室ブロックモデルを用いて検討した。カテー
テルアブレーションにより房室ブロックモデルを
作製後、心室を60bpmまたは120bpmで電気的に
駆動し、Ⅲ群抗不整脈薬のニフェカラントを静脈
内投与した。ニフェカラントにより逆頻度依存的
なQT間隔の延長が観察され、60bpm刺激した群に
おいて、高頻度にTdPの発生が観察された。また、
慢性房室ブロックモデルを作製したところ、QT延
長薬非投与下においてもTdPの自然発生が4週間
の経過期間中に認められた。これらのことから、ウ
サギ心臓の催不整脈特性は徐脈時に強く認めら
れ、さらに慢性的な徐脈条件下では、その催不整脈
特性が増強することが示唆された。

　房室ブロックはサラブレッド競走馬に最もよく
認められる不整脈の1つである。育成期から競走
期のサラブレッドに認められる房室ブロックは運
動により消失することから、トレーニングによる
迷走神経緊張が関与する機能的なものと考えられ
ている。しかし、高齢馬においても、房室ブロック
は頻繁に観察される。この高齢馬の房室ブロック
が機能的なものである可能性は低いように思われ
るが、いずれにしても、サラブレッドの房室ブロッ
クは実際的に治療の対象とはなっていない。ヒト
では、高度あるいは完全房室ブロックでは失神発
作など重大な臨床症状を示すため、ペースメー
カー適用症例となる重要な疾病である。動物医療
分野でも、犬や猫では臨床症状が現れ、治療対象と
なっており、ペースメーカーの植え込み手術も行
われている。ただ、犬と猫では基礎となる疾患や臨
床症状が異なっているなど、動物差があり、興味深
い現象である。
　育成期から競走期のサラブレッドで、器質的障
害のある房室ブロックが観察されることは極めて
稀と思われる。以前、育成期の若馬で、キャンター
終了後に失神して倒れるという馬の心電図記録を
みたことがあるが、キャンター終了後に房室ブロック
が頻発していた。この症例はおそらく器質的障害
のある房室ブロック例と思われるが、心電図の元
記録を入手しなかったことが残念な症例である。

（平賀 敦）
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　9月5日（土）、第42回比較心電図研究会が東京大
学において行われた。本研究会が発足したのは、ウ
マの心電図のT波やQRS波の向きがヒトの心電図
と違うことにヒトの心電図研究者が興味を抱いた
ことがきっかけとなっている。現在においても、医
側の参加者の関心は高く、日本における心電図研
究の最前線の研究者が参加している研究会でもあ
る。今回のシンポジウムは「房室ブロックの病態と
臨床：ヒトと動物の共通点・相違点」のテーマで開
催され、6演題が発表された。以下に、内容を簡単
に紹介する。

1．ヒト房室ブロックの診断と治療（順天堂大学・
中里祐二）
　明らかに症状を伴う徐脈が確認されている場合
は、電気生理検査は必要とされない。それ以外の場
合では、ブロック部位の診断は、予後判定や治療の
選択に際し、重要な情報となる。特に高度あるいは
完全房室ブロックにおいては、下位中枢すなわち
補充調律の安定性が臨床像に大きく影響する。ブ
ロック部位が下位になるほど、補充調律の興奮頻
度が低下するとともに不安定となり、その結果と
して、失神発作や心不全などの重篤な臨床症状が
出現してくる。また、His束内でおこるBHブロック
あるいはHis束遠位でおこるH-Vブロックにおい
ては、たとえブロックの頻度が1度や2度と軽度で
あっても、将来的にはより高度のブロックに進展
しやすい。したがって、電気生理の適応があり、ブ
ロック部位診断が可能な場合は、治療方針決定の
上で極めて有用な情報となる。本症の治療は人工
ペースメーカーが主体であり、その適応は臨床症
状によるが、ブロック部位と程度からも慎重に検
討すべきである。

2．ヒト房室ブロックの病理学的背景（順天堂大
学・河合祥雄）

　1度ないしウェンケバッハ型の2度房室ブロッ
クでは、主病変はアプローチ部・結節・房室束より
上にある。1度の房室ブロックでは、病変がほとん
どないか、わずかな水腫、軽度の小円形細胞浸潤・
筋収縮帯・線維症などの房室結節病変にとどまる。
ウェンケバッハ型の2度房室ブロックでは、1度房
室ブロックの所見に加えて、アプローチ部の変化
が指摘されている。
　完全房室ブロックでは、His束以下の高度の病変
が対応する。慢性の完全房室ブロックでは、房室結
節または房室束の少なくとも1断面で3/4以上の
伝導系細胞の融解・変性・消失・線維症による置換
などの破壊性変化がみられ、この判断基準は診断
上有益である。
　His束内ブロックでは、障害がHis束貫通部にあ
り、2つの電位のうちH1はHis束貫通部近位、H2は
His束貫通部遠位からの電位であると理解されて
いる。しかし、His束（房室束）貫通部は分岐部に比
較して短く、ブロック時には貫通部近位と遠位の
2つの電位が記録されるとするよりは、貫通部の
障害が軽く、かつH1電位を作るほどの伝導系細胞
が残存することと理解した方が合理的である。
　房室ブロックの形態学的な裏付けは、従来、伝導
系細胞の高度の消失（変性、脂肪・線維性置換）を手
がかりに、臨床データとの対比を中心に進められ
てきた。しかし、病変と機能の対比は必ずしも満足
できるものではない。成因に関していえば、Lev病
の成因が循環障害であるのか、機械的な障害によ
るのか、Lenegre病の線維性置換の成因、通常の伝
導系細胞の消失・脂肪性置換との機序またはそれ
らの相違などは検討されておらず、今後解明され
るべき問題は多い。

3．犬および猫の完全房室ブロックの病因（東京農
工大学・町田　登）
　過去8年間に、心電図検査で完全房室ブロック

　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)

と診断され、死後、病理学的検査が行われた犬24
例および猫16例を対象とした。これらの症例のう
ち、犬では17例に、猫では4例にペースメーカー植
え込み手術が行なわれていた。
　基礎心疾患として、犬では13例に僧房弁および
三尖弁の中等度～重度の粘液腫様変性（弁膜症）が
みられ、いずれも中心線維体に加齢病変としての
顕著な線維増生（いわゆる心臓骨格左側の硬化症）
を伴っていた。また、8例に重度のリンパ球性非化
膿性心筋炎、2例に先天性の房室伝導系異常（His束
の狭小化）、1例に原発性の心臓リンパ腫が認めら
れた。猫では8例が肥大型心筋症、2例が不整脈源
性右室心筋症、1例が拘束型心筋症に罹患してい
たが、残りの5例に明確な基礎心疾患は見出され
なかった。また、心筋症11例を含めた16例すべて
に心臓骨格左側の硬化症が観察された。
　一方、房室伝導系の組織学的検索では、先天性房
室伝導系異常のイヌ2例を除く犬と猫の全例に、
房室結節・His束および/あるいは脚に、線維増生、
線維増生および粘液腫様変性、リンパ球性心筋炎、
リンパ腫細胞の浸潤などに起因する伝導系細胞の
脱落・消失がみられ、房室伝導系の連続性は種々の
程度に絶たれていた。
　犬および猫における完全房室ブロック発生の形
態学的基礎をなしているのは、房室伝導系細胞の
脱落・消失であり、多くの例で潜在する各種心疾患
が房室伝導系を含めた房室接合部領域に重度の器
質的変化をもたらしていた。完全房室ブロック発
生との関連で最も注目された基礎心疾患は犬の弁
膜症と猫の心筋症であり、これらの心疾患はいず
れも房室伝導系が走行する房室接合部領域に過度
の機械的ストレスや血行力学的負荷を与えること
で、加齢性病変である心臓骨格左側の硬化症をよ
り増大させ、完全房室ブロック発生の解剖学的素
地を形成するものとみなされた。

4．犬猫の房室ブロックの診断と治療の実際（東京
農工大学・福島隆治）
　治療には、①原因の除去による状況の改善、②徐
脈性不整脈に対する内科療法、③ペースメーカー
の植え込みの3つに大別できる。これらは、それぞ
れ単独の実施では、治療成功に結びつかないこと

も多い。まず①②を行い、効果が乏しい場合は、③
が選択される。犬猫では、失神発作を主訴として来
院する場合がほとんどであるため、最初から③が
第一選択となるべき症例が多い。
　原因の1つとなる迷走神経緊張は、頚部の腫瘍・
消化管疾患・呼吸器疾患などの基礎疾患を有する
症例で認められる。短頭種気道症候群では軟口蓋
切除術や外鼻腔拡大術を行うことで、迷走神経緊
張を緩和することが可能であると考えられる。そ
の他の疾患では、神経に対する圧迫病変を伴うこ
とが多いので、内科療法や外科手術による圧迫病
変の除去が必要となる。
　内科療法においては、抗コリン作動薬・β受容体
作動薬・アミノフィリン・アンギオテンシン変換阻
害剤・グルココルチコイド・硝酸イソソルビド・シ
ロスタゾール・ピモペンダンなどが用いられる。
　ペースメーカーの植え込みには多くの制限があ
るため、たとえ動物にとって必要であっても、飼い
主は選択しないことが多い。理由としては、経済的
問題、基礎疾患や併発する心不全により動物の状
態がすでに悪い、デバイスの入手が困難、診断が不
正確であることなどが挙げられる。しかし、救命的
治療としては、最も重要であることは疑いない。獣
医療における明確な埋め込み術実施基準は
存在しないが、ヒト医療で用いられているAHA

（American Heart Association）とACC（American 
College of Cardiology）によるガイドラインは、獣
医療においても利用可能と思われる。

5．イヌ・サルおよびブタの房室ブロックモデルを
用いた薬効評価（東邦大学・杉山　篤）
　慢性房室ブロックモデル動物は、開発候補化合
物のtorsades de pointes（TdP：トルサドポアン、多
形性心室頻拍）誘発リスクの定量評価に用いられ
ている。慢性房室ブロックモデル動物は、代謝産物
を含めた薬物の総合的リスク評価も可能である
が、薬物によっては、動物の薬物代謝経路がヒトと
異なる場合もあるので、結果の解釈には注意が必
要である。現時点では、イヌ・サルに加えてブタを
用いた慢性房室ブロックモデルが利用できる。
　イヌの慢性房室ブロックモデルは、ビーグル犬
を全身麻酔し、電極カテーテルを房室結節領域に

留置し、先端電極より高周波を通電し、房室結節を
破壊することで、安定した補充調律を有する完全
房室ブロックを作製する。徐脈性の容量負荷に対
する代償反応として、心筋リモデリングが進行す
るが、その過程で誘発される再分極予備力の減少
が、QT延長症候群の検出力を増加させる。このモ
デルは、麻酔下でも無麻酔下でも薬物誘発性TdP
リスクを定量的に層別化することができる。しか
し、イヌモデルの場合、TdPが発生した場合、その
ほとんどが心室細動に移行して死亡するため、死亡
する可能性があることを前提にしたデータは、動物
愛護の観点から受け入れが困難になりつつある。
　サルのモデルでは、カニクイザルが用いられ、イ
ヌで確立した方法で慢性房室ブロックモデルを作
製することができる。このサルモデルはイヌモデ
ルと同程度のTdP検出感度を持っている。一方、イ
ヌモデルと大きく異なり、TdPの多くは自然停止
するので、反復利用できることや同一個体での多
剤比較試験や用量反応性の評価が可能であるなど
の利点がある。しかし、海外ではサルを用いた研究
に対しては厳しい基準が適用されているため、イ
ヌモデルと同様に、動物愛護の問題を抱えている。
　世界最小サイズの超小型実験用ミニブタ（登録
名マイクロミニピッグ）に完全房室ブロックモデ
ルを作製し、2ヵ月後に高リスク薬を投与すると、
QT間隔の延長とともに、種々の心室不整脈が誘発
された。このマイクロミニピッグのモデルは、イヌ
やサルのモデルで観察されるような典型的なTdP
は誘発されないが、動物愛護の観点からの制約が
少ないという利点を有している。

6．ウサギの房室ブロックモデルを用いた薬効評
価（東邦大学・萩原美帆子）
　心室の活動電位形成に大きな影響を与えている
のは、再分極に関与する複数のK+チャネル電流で
あり、そのチャネル構成比は動物種により異なる
ことが知られている。遅延整流性K+電流の急速活
性化成分遮断薬の投与により、容易に早期後脱分
極が誘発されること、さらに覚醒下のウサギに同
様の投与を行うと、高度にTdPが発生することが
知られており、ウサギの心臓は催不整脈性が高い
と考えられている。

　この研究では、ウサギ心筋の催不整脈特性を、完
全房室ブロックモデルを用いて検討した。カテー
テルアブレーションにより房室ブロックモデルを
作製後、心室を60bpmまたは120bpmで電気的に
駆動し、Ⅲ群抗不整脈薬のニフェカラントを静脈
内投与した。ニフェカラントにより逆頻度依存的
なQT間隔の延長が観察され、60bpm刺激した群に
おいて、高頻度にTdPの発生が観察された。また、
慢性房室ブロックモデルを作製したところ、QT延
長薬非投与下においてもTdPの自然発生が4週間
の経過期間中に認められた。これらのことから、ウ
サギ心臓の催不整脈特性は徐脈時に強く認めら
れ、さらに慢性的な徐脈条件下では、その催不整脈
特性が増強することが示唆された。

　房室ブロックはサラブレッド競走馬に最もよく
認められる不整脈の1つである。育成期から競走
期のサラブレッドに認められる房室ブロックは運
動により消失することから、トレーニングによる
迷走神経緊張が関与する機能的なものと考えられ
ている。しかし、高齢馬においても、房室ブロック
は頻繁に観察される。この高齢馬の房室ブロック
が機能的なものである可能性は低いように思われ
るが、いずれにしても、サラブレッドの房室ブロッ
クは実際的に治療の対象とはなっていない。ヒト
では、高度あるいは完全房室ブロックでは失神発
作など重大な臨床症状を示すため、ペースメー
カー適用症例となる重要な疾病である。動物医療
分野でも、犬や猫では臨床症状が現れ、治療対象と
なっており、ペースメーカーの植え込み手術も行
われている。ただ、犬と猫では基礎となる疾患や臨
床症状が異なっているなど、動物差があり、興味深
い現象である。
　育成期から競走期のサラブレッドで、器質的障
害のある房室ブロックが観察されることは極めて
稀と思われる。以前、育成期の若馬で、キャンター
終了後に失神して倒れるという馬の心電図記録を
みたことがあるが、キャンター終了後に房室ブロック
が頻発していた。この症例はおそらく器質的障害
のある房室ブロック例と思われるが、心電図の元
記録を入手しなかったことが残念な症例である。

（平賀 敦）
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第158回日本獣医学会学術集会

　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

第47回日本臨床分子形態学会学術集会

　第47回日本臨床分子形態学会学術集会が、平成
27年9月18日・19日に長崎大学医学部で開催さ
れ、参加した。以下に本学術集会で発表された講演
の中から特に興味が持たれたものの概要を紹介す
る。

○光線力学療法による感染症治療
小澤俊幸ら（大阪市立大学）

光線力学療法（Photodynamic therapy;PDT）はす
でに悪性腫瘍の治療法の一つとして実施されてい
るが、多剤耐性菌に対する新たな治療法として近
年注目されている。演者らは、光源として従来の
レーザーではなく波長410nmの青色LEDを用い、
また光感受性物質として5-アミノレブリン酸

（5-aminolevulinic acid;ALA）を用いたPDTの有用
性について研究しており、今回はin vitroおよびin 
vivoにおけるMRSAに対するALA-PDTの効果につ
いて報告していた。
　検索方法として、先ずin vitroにおける検討では、
MRSA 1x108CFUに対し、5-ALA濃度、青色LED照射
時間、照射出力を調整し、ALA-PDTを行った。同時
に同条件下でALA-PDTの細胞毒性の有無について
も検討を行った。その後、in vivoにおける検討では
8～10週齢の成熟雄糖尿病マウス（C57BL/ksj 
db/db）の背部に直径6mmの全層皮膚欠損創を作
製後、MRSA（ATCC 33591）を接菌してMRSA感染
群とし、次にMRSAを接菌後にALA-PDTを行った
ものをPDT群とした。PDTは5-ALA（50mg/kg、
200mg/kg）を腹腔内投与し、青色LEDを皮膚欠損
創に連日照射（10J/cm2、50J/cm2）した。最後に、
MRSA接菌後にバンコマイシン（VCM）を投与した

ものをVCM群とした。VCMは110mg/kgを1日2
回、連日皮下投与した。各群とも2週間皮膚欠損創
を写真撮影し、上皮化の割合を比較検討した。
　その結果、in vitroにおいて、ALA-PDTはMRSAに
対して、LED照射時間4時間、5-ALA濃度5mg/ml、
LED照射出力50J/cm2で殺菌効果を認めた。また、
同条件下で、細胞毒性は認められなかった。in vivo
において、MRSA感染群は非感染のコントロール
群と比較し、有意に上皮化が遅かった。PDT群は創
傷治癒が促進し、コントロール群と同様のスピー
ドで上皮化した。VCM群はMRSA感染群と比較し
ほぼ同様なスピードで差は認めなかった。
　以上の成績から、MRSA感染皮膚潰瘍マウスの
創傷治癒におけるALA-PDTは有用であることを明
確に示していた。PDTによる殺菌作用は一重項酸
素による細胞破壊やポルフィリン誘導体による細
菌DNAのチミジン合成を阻害することによると考
えられていることから、新たな耐性菌を生じる可
能性も低いと述べていた。
　近年、馬医療においてもMRSAは大きな問題と
なっており、ALA-PDTが馬にも応用できるかどう
か検討してみる価値は大いにあるものと考えられ
た。

○耳感染症におけるブロー液の効果
兵　行義（川崎医科大学）

　ヒト医療において、外耳炎や中耳炎による耳漏
を主訴に来院する患者は多く、抗菌薬の内服、点
耳、耳洗浄を実施しても治療に難渋し、耳掻痒感、
疼痛に悩ませられる場合は少なくない。近年、難治
性中耳・外耳疾患の症例に対して13％酢酸アルミ

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

ニウム液（ブロー液）を用いた良好な成績が報告さ
れている。ブロー液は19世紀後半ドイツ人の医師
Karl August von Burow（1809～1874）により考
案された殺菌作用と収斂作用を有する薬剤であ
る。点耳薬のほか皮膚疾患の湿布薬として抗生剤
の発見以前より使用されてきた。20世紀になり、
Mahoney（1980）、Thorp（2000）は難治性中耳炎
に使用して驚くべき改善率を報告し、本邦でも寺
山ら（2003、2010）によってその有用性が報告さ
れ、近年その効力が見直されている薬剤である。日
常臨床で頻用されてきているブロー液であるが、
その作用メカニズムや適切な処置時間に対しても
まだまだ疑問の点が多い薬剤である。講演者はブ
ロー液の細菌に対する効力について、以下の2つ
の項目について検討・報告していた。
１.耳鼻科領域の臨床において問題になる黄色ブ
ドウ球菌、緑膿菌に対して各々の耐性菌と感受性
菌と比較するためにディスク法を用いて検討を

行った。その結果、薬剤耐性菌と感受性菌の間には
大きな差は無く、多剤耐性菌の治療にも有用であ
ることが示された。
２.ブロー液の作用メカニズムについて、電子顕微
鏡を用いて黄色ブドウ球菌と緑膿菌の微細構造の
変化を観察した。その結果、黄色ブドウ球菌では先
ず菌体表面が凹凸状を呈し、その後に穴が開いて
溶菌していた。緑膿菌では表面が押しつぶされた
ような形態を呈し、すぐに溶菌していた。グラム陽
性菌は先ず表層部が障害され始めるが、グラム陰
性菌はすぐに細胞壁が障害されることが示され
た。
　本研究は耐性菌と抗菌薬のイタチごっこを少し
でも打開する治療法を提唱するものであり、馬医
療における抗菌薬の使用方法についても再考する
時期に来ているのではないかと考えさせられる発
表であった。

（片山芳也）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第47回日本臨床分子形態学会学術集会が、平成
27年9月18日・19日に長崎大学医学部で開催さ
れ、参加した。以下に本学術集会で発表された講演
の中から特に興味が持たれたものの概要を紹介す
る。

○光線力学療法による感染症治療
小澤俊幸ら（大阪市立大学）

光線力学療法（Photodynamic therapy;PDT）はす
でに悪性腫瘍の治療法の一つとして実施されてい
るが、多剤耐性菌に対する新たな治療法として近
年注目されている。演者らは、光源として従来の
レーザーではなく波長410nmの青色LEDを用い、
また光感受性物質として5-アミノレブリン酸

（5-aminolevulinic acid;ALA）を用いたPDTの有用
性について研究しており、今回はin vitroおよびin 
vivoにおけるMRSAに対するALA-PDTの効果につ
いて報告していた。
　検索方法として、先ずin vitroにおける検討では、
MRSA 1x108CFUに対し、5-ALA濃度、青色LED照射
時間、照射出力を調整し、ALA-PDTを行った。同時
に同条件下でALA-PDTの細胞毒性の有無について
も検討を行った。その後、in vivoにおける検討では
8～10週齢の成熟雄糖尿病マウス（C57BL/ksj 
db/db）の背部に直径6mmの全層皮膚欠損創を作
製後、MRSA（ATCC 33591）を接菌してMRSA感染
群とし、次にMRSAを接菌後にALA-PDTを行った
ものをPDT群とした。PDTは5-ALA（50mg/kg、
200mg/kg）を腹腔内投与し、青色LEDを皮膚欠損
創に連日照射（10J/cm2、50J/cm2）した。最後に、
MRSA接菌後にバンコマイシン（VCM）を投与した

ものをVCM群とした。VCMは110mg/kgを1日2
回、連日皮下投与した。各群とも2週間皮膚欠損創
を写真撮影し、上皮化の割合を比較検討した。
　その結果、in vitroにおいて、ALA-PDTはMRSAに
対して、LED照射時間4時間、5-ALA濃度5mg/ml、
LED照射出力50J/cm2で殺菌効果を認めた。また、
同条件下で、細胞毒性は認められなかった。in vivo
において、MRSA感染群は非感染のコントロール
群と比較し、有意に上皮化が遅かった。PDT群は創
傷治癒が促進し、コントロール群と同様のスピー
ドで上皮化した。VCM群はMRSA感染群と比較し
ほぼ同様なスピードで差は認めなかった。
　以上の成績から、MRSA感染皮膚潰瘍マウスの
創傷治癒におけるALA-PDTは有用であることを明
確に示していた。PDTによる殺菌作用は一重項酸
素による細胞破壊やポルフィリン誘導体による細
菌DNAのチミジン合成を阻害することによると考
えられていることから、新たな耐性菌を生じる可
能性も低いと述べていた。
　近年、馬医療においてもMRSAは大きな問題と
なっており、ALA-PDTが馬にも応用できるかどう
か検討してみる価値は大いにあるものと考えられ
た。

○耳感染症におけるブロー液の効果
兵　行義（川崎医科大学）

　ヒト医療において、外耳炎や中耳炎による耳漏
を主訴に来院する患者は多く、抗菌薬の内服、点
耳、耳洗浄を実施しても治療に難渋し、耳掻痒感、
疼痛に悩ませられる場合は少なくない。近年、難治
性中耳・外耳疾患の症例に対して13％酢酸アルミ

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

第203回つくば病理談話会ならびに
第100回JPCスライドセミナー

　2015年10月2日に動物衛生研究所で開催され
た第203回つくば病理談話会ならびに第100回
JPCスライドセミナーに参加したので、その概要
を報告する。

つくば病理談話会　提出症例一覧

JPC　提出症例一覧

牛の胎盤・結腸（つくば病理談話会No.374、提出機
関：千葉県中央家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　症例は牛、黒色和種、雄の流産胎子（胎齢117日）
である。母牛は31ヵ月齢で、20頭を飼養する肉牛
繁殖農場で繋養され、アカバネ病ワクチンのみ接
種済みであった。なお、当該牧場では2014年2月に
も2頭の流産が発生した。

【微生物学的ならびに生化学的検査】
　真菌学的検査において、流産胎子の肺・肝臓・心
臓および胃内容物からAspergillus 属真菌が分離さ
れた。分子生物学的解析により、分離された真菌は
A. terreusと同定された。細菌学的検査では、胎子組
織から有意菌は分離されなかった。なお、胎盤組織

に対しての検査は行っていない。
【剖検および組織所見】
　剖検時、胎膜は黄白色で肥厚し、胎盤節は壊死し
ていた。胎子には、皮下組織の膠様浸潤ならびに血
様胸水・腹水の貯留が認められた。その他の臓器に
特に異常は認められなかった。
　病理組織学的には、尿膜絨毛膜に重度の水腫、好
中球の浸潤ならびに壊死性、線維素性あるいは化
膿性血管炎が認められた。大型の動脈内にはフィ
ブリン血栓がしばしば観察された。胎盤節では、絨
毛はびまん性に壊死し、絨毛間に多量の細胞残渣
が認められた。PASならびにグロコット染色では、
これら絨毛間の壊死組織、尿膜絨毛膜および血管
内に菌糸が認められた。これら菌糸の幅は不定で
複雑に屈曲し、隔壁を有していた。これら菌糸の増
殖の方向に規則性は認められなかった。また、アレ
ウリオ型分生子がしばしば観察された。一方、胎子
の消化管および気管にも多量の菌糸が認められ
た。これらの菌糸は隔壁をもち、太さは均一で、一
定方向への増殖が認められた。また、菌糸のY字状
分岐やアレウリオ型分生子も観察された。また、軽
度の化膿性肺炎ならびに肺リンパ節への好中球の
重度浸潤が認められた。
　抗Aspergillus fumigatus マウス血清 (DAKO)、抗
Rhizopus arrhizus マウス血清 (DAKO)、抗Candida 
albicans (Biogenesis)を用いた免疫組織化学的検
索では、真菌はA. fumigatus 血清にのみ陽性を示し
た。

【診断】
　組織診断　牛のAspergillus terreus による壊死性

胎盤炎
結腸腔内における炎症反応を伴わな
いA. terreus の増殖

　疾病診断　牛のAspergillus terreus による真菌性
流産

　真菌感染症では、菌種の同定に真菌学的あるい
は分子生物学的手法が用いられている。しかし、菌
糸の形態的特徴に基づいて病理組織学的に同定を
行うこともある。Aspergillus属菌の場合、菌糸の幅
は一定で、隔壁が見られ、Y字状に分岐するなどの
形態的特徴が見られた場合、Aspergillus属菌と同

定される。さらに、A. terreus ではフィアライド型
分生子の形成が特徴的である。
　本例では胎子腸管の内容物と胎盤で菌糸の形態
が異なっていた。これらの特徴が、Aspergillus属菌
による牛の胎盤炎に特徴的な所見であるのか、あ
るいはその他の要因によるのか討議が行われた。
演者は、Aspergillus属菌の形態に影響を与える要
因として、①菌糸の発育ステージ、②菌糸の細胞壁
の変性あるいは③炎症反応などがこれまでに報告
されていることを挙げた。また、細胞壁が合成され
る際に酸素が必須であることから、感染部位にお
ける酸素濃度が菌糸の形態に影響を与える可能性
などが提言された。
　Aspergillus 属菌は馬の喉嚢炎の原因の一つとし
て認識されているが、肺炎などの呼吸器疾患や流
産なども引き起こす。病理学的には、上記のような
特徴を有す菌糸を証明することで診断が可能であ
る。しかし、本症例のように真菌の形態が典型的で
ない場合には、免疫組織化学的手法や分子生物学
的手法などを併用することが望ましいと考えられ
た。

馬の大腸（conf .11  2014 -11 -1、提出機関：
University of California Davis, USA）

【発生状況および臨床所見】
　症例はサラブレッド種、雄の1歳齢で、牧草地で
横臥しているところを発見された。血清生化学的
検査では、低アルブミン血症（1.7 g/dL）、血清総タ
ンパク量の低下（4.8 g/dL）および好中球の増加

（17313 /µL）が認められた。また、本例にはイベル
メクチンとフェンベンダゾールの投与が行われて
いた。

【剖検および組織所見】
　胸腔には約 5 L の黄色混濁漿液が貯留してい
た。大腸漿膜は灰紫色を呈していた。結腸粘膜は薄
桃色から黄褐色で肥厚し、針先大から径 0.1 cm 大
の暗色点状病巣がびまん性に認められた。また、盲
腸尖が盲結腸開口部を通過し右腹側結腸内に認め
られた (盲腸結腸重積)。
　組織学的には、結腸粘膜に多数の小円虫幼虫の
寄生が認められた。幼虫の多くは腸陰窩に寄生し、

薄い結合織性被膜を有していた。幼虫の寄生は粘
膜下組織あるいは基底膜下にも認められた。粘膜
固有層には水腫、炎症細胞の浸潤が認められた。

【JPC の診断】
　大腸炎、組織球性およびリンパ形質細胞性、び漫
性、中等度、粘膜における多数の小円虫の幼虫を伴
う

【JPC および提出期間のコメント】
　小円虫はstrongylus属を除く円虫亜科、毛細虫亜
科およびジアロセファルス亜科に属する線虫で、
世界中の馬に寄生がみられる。小円虫は体長 1～
２ cmで、成虫は主に盲腸や結腸に寄生する。中間
宿主は必要とせず、宿主の腸管粘膜で成熟する。小
円虫の特徴として、季節的要因や駆虫薬投与に

よって、幼虫が発育を停止 (hypobiosis) すること
が知られている。小円虫は病原性が低いとされて
いるが、濃厚感染時あるいは発育停止幼虫が一斉
に発育を再開した場合には、元気消失、貧血や下痢
などの臨床症状が見られる。臨床症状は非特異的
であること、糞便中の虫卵では小円虫感染を確定
診断できない（大円虫卵と鑑別ができない）ことか
ら、生前の小円虫症の診断は困難である。
　日本においても、小円虫の寄生はしばしば認め
られる。近年、一部の小円虫がベンズイミダゾール
やピペラジンなどの駆虫薬に対する抵抗性を獲得
しているとの報告もあることから、小円虫の駆虫
を行う際には駆虫薬の選択や駆虫プログラムに配
慮が必要であると考えられる。

（越智章仁）

ニウム液（ブロー液）を用いた良好な成績が報告さ
れている。ブロー液は19世紀後半ドイツ人の医師
Karl August von Burow（1809～1874）により考
案された殺菌作用と収斂作用を有する薬剤であ
る。点耳薬のほか皮膚疾患の湿布薬として抗生剤
の発見以前より使用されてきた。20世紀になり、
Mahoney（1980）、Thorp（2000）は難治性中耳炎
に使用して驚くべき改善率を報告し、本邦でも寺
山ら（2003、2010）によってその有用性が報告さ
れ、近年その効力が見直されている薬剤である。日
常臨床で頻用されてきているブロー液であるが、
その作用メカニズムや適切な処置時間に対しても
まだまだ疑問の点が多い薬剤である。講演者はブ
ロー液の細菌に対する効力について、以下の2つ
の項目について検討・報告していた。
１.耳鼻科領域の臨床において問題になる黄色ブ
ドウ球菌、緑膿菌に対して各々の耐性菌と感受性
菌と比較するためにディスク法を用いて検討を

行った。その結果、薬剤耐性菌と感受性菌の間には
大きな差は無く、多剤耐性菌の治療にも有用であ
ることが示された。
２.ブロー液の作用メカニズムについて、電子顕微
鏡を用いて黄色ブドウ球菌と緑膿菌の微細構造の
変化を観察した。その結果、黄色ブドウ球菌では先
ず菌体表面が凹凸状を呈し、その後に穴が開いて
溶菌していた。緑膿菌では表面が押しつぶされた
ような形態を呈し、すぐに溶菌していた。グラム陽
性菌は先ず表層部が障害され始めるが、グラム陰
性菌はすぐに細胞壁が障害されることが示され
た。
　本研究は耐性菌と抗菌薬のイタチごっこを少し
でも打開する治療法を提唱するものであり、馬医
療における抗菌薬の使用方法についても再考する
時期に来ているのではないかと考えさせられる発
表であった。

（片山芳也）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　2015年10月2日に動物衛生研究所で開催され
た第203回つくば病理談話会ならびに第100回
JPCスライドセミナーに参加したので、その概要
を報告する。

つくば病理談話会　提出症例一覧

JPC　提出症例一覧

牛の胎盤・結腸（つくば病理談話会No.374、提出機
関：千葉県中央家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　症例は牛、黒色和種、雄の流産胎子（胎齢117日）
である。母牛は31ヵ月齢で、20頭を飼養する肉牛
繁殖農場で繋養され、アカバネ病ワクチンのみ接
種済みであった。なお、当該牧場では2014年2月に
も2頭の流産が発生した。

【微生物学的ならびに生化学的検査】
　真菌学的検査において、流産胎子の肺・肝臓・心
臓および胃内容物からAspergillus 属真菌が分離さ
れた。分子生物学的解析により、分離された真菌は
A. terreusと同定された。細菌学的検査では、胎子組
織から有意菌は分離されなかった。なお、胎盤組織

に対しての検査は行っていない。
【剖検および組織所見】
　剖検時、胎膜は黄白色で肥厚し、胎盤節は壊死し
ていた。胎子には、皮下組織の膠様浸潤ならびに血
様胸水・腹水の貯留が認められた。その他の臓器に
特に異常は認められなかった。
　病理組織学的には、尿膜絨毛膜に重度の水腫、好
中球の浸潤ならびに壊死性、線維素性あるいは化
膿性血管炎が認められた。大型の動脈内にはフィ
ブリン血栓がしばしば観察された。胎盤節では、絨
毛はびまん性に壊死し、絨毛間に多量の細胞残渣
が認められた。PASならびにグロコット染色では、
これら絨毛間の壊死組織、尿膜絨毛膜および血管
内に菌糸が認められた。これら菌糸の幅は不定で
複雑に屈曲し、隔壁を有していた。これら菌糸の増
殖の方向に規則性は認められなかった。また、アレ
ウリオ型分生子がしばしば観察された。一方、胎子
の消化管および気管にも多量の菌糸が認められ
た。これらの菌糸は隔壁をもち、太さは均一で、一
定方向への増殖が認められた。また、菌糸のY字状
分岐やアレウリオ型分生子も観察された。また、軽
度の化膿性肺炎ならびに肺リンパ節への好中球の
重度浸潤が認められた。
　抗Aspergillus fumigatus マウス血清 (DAKO)、抗
Rhizopus arrhizus マウス血清 (DAKO)、抗Candida 
albicans (Biogenesis)を用いた免疫組織化学的検
索では、真菌はA. fumigatus 血清にのみ陽性を示し
た。

【診断】
　組織診断　牛のAspergillus terreus による壊死性

胎盤炎
結腸腔内における炎症反応を伴わな
いA. terreus の増殖

　疾病診断　牛のAspergillus terreus による真菌性
流産

　真菌感染症では、菌種の同定に真菌学的あるい
は分子生物学的手法が用いられている。しかし、菌
糸の形態的特徴に基づいて病理組織学的に同定を
行うこともある。Aspergillus属菌の場合、菌糸の幅
は一定で、隔壁が見られ、Y字状に分岐するなどの
形態的特徴が見られた場合、Aspergillus属菌と同

定される。さらに、A. terreus ではフィアライド型
分生子の形成が特徴的である。
　本例では胎子腸管の内容物と胎盤で菌糸の形態
が異なっていた。これらの特徴が、Aspergillus属菌
による牛の胎盤炎に特徴的な所見であるのか、あ
るいはその他の要因によるのか討議が行われた。
演者は、Aspergillus属菌の形態に影響を与える要
因として、①菌糸の発育ステージ、②菌糸の細胞壁
の変性あるいは③炎症反応などがこれまでに報告
されていることを挙げた。また、細胞壁が合成され
る際に酸素が必須であることから、感染部位にお
ける酸素濃度が菌糸の形態に影響を与える可能性
などが提言された。
　Aspergillus 属菌は馬の喉嚢炎の原因の一つとし
て認識されているが、肺炎などの呼吸器疾患や流
産なども引き起こす。病理学的には、上記のような
特徴を有す菌糸を証明することで診断が可能であ
る。しかし、本症例のように真菌の形態が典型的で
ない場合には、免疫組織化学的手法や分子生物学
的手法などを併用することが望ましいと考えられ
た。

馬の大腸（conf .11  2014 -11 -1、提出機関：
University of California Davis, USA）

【発生状況および臨床所見】
　症例はサラブレッド種、雄の1歳齢で、牧草地で
横臥しているところを発見された。血清生化学的
検査では、低アルブミン血症（1.7 g/dL）、血清総タ
ンパク量の低下（4.8 g/dL）および好中球の増加

（17313 /µL）が認められた。また、本例にはイベル
メクチンとフェンベンダゾールの投与が行われて
いた。

【剖検および組織所見】
　胸腔には約 5 L の黄色混濁漿液が貯留してい
た。大腸漿膜は灰紫色を呈していた。結腸粘膜は薄
桃色から黄褐色で肥厚し、針先大から径 0.1 cm 大
の暗色点状病巣がびまん性に認められた。また、盲
腸尖が盲結腸開口部を通過し右腹側結腸内に認め
られた (盲腸結腸重積)。
　組織学的には、結腸粘膜に多数の小円虫幼虫の
寄生が認められた。幼虫の多くは腸陰窩に寄生し、

薄い結合織性被膜を有していた。幼虫の寄生は粘
膜下組織あるいは基底膜下にも認められた。粘膜
固有層には水腫、炎症細胞の浸潤が認められた。

【JPC の診断】
　大腸炎、組織球性およびリンパ形質細胞性、び漫
性、中等度、粘膜における多数の小円虫の幼虫を伴
う

【JPC および提出期間のコメント】
　小円虫はstrongylus属を除く円虫亜科、毛細虫亜
科およびジアロセファルス亜科に属する線虫で、
世界中の馬に寄生がみられる。小円虫は体長 1～
２ cmで、成虫は主に盲腸や結腸に寄生する。中間
宿主は必要とせず、宿主の腸管粘膜で成熟する。小
円虫の特徴として、季節的要因や駆虫薬投与に

よって、幼虫が発育を停止 (hypobiosis) すること
が知られている。小円虫は病原性が低いとされて
いるが、濃厚感染時あるいは発育停止幼虫が一斉
に発育を再開した場合には、元気消失、貧血や下痢
などの臨床症状が見られる。臨床症状は非特異的
であること、糞便中の虫卵では小円虫感染を確定
診断できない（大円虫卵と鑑別ができない）ことか
ら、生前の小円虫症の診断は困難である。
　日本においても、小円虫の寄生はしばしば認め
られる。近年、一部の小円虫がベンズイミダゾール
やピペラジンなどの駆虫薬に対する抵抗性を獲得
しているとの報告もあることから、小円虫の駆虫
を行う際には駆虫薬の選択や駆虫プログラムに配
慮が必要であると考えられる。

（越智章仁）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

第70回日本体力医学会大会

　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だけであり、さらに日
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。
　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
る。研究者自身もトレーニングにいそしんでいる
参加者も多く、学会最終日の朝には持久走大会が
開かれている学会大会である。

○常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマの
パフォーマンスと有酸素能力を向上させる

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】ヒトでは以前から低酸素トレーニングが取
り入れられているが、ウマでは元々運動中の赤血
球数が多いことなどから、低酸素トレーニングの
効果が疑問視されていることもあり、報告がない。

【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングがウ

マの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響を
調べる。

【方法】クロスオーバーデザイン（各試験の間隔は
4ヶ月）で、8頭のサラブレッドを低酸素（H, 15%）
群と常酸素（N, 21%）群に分け、週3回・4週間ト
レーニングした。トレーニング前後に常酸素下で
トレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オール
ア ウ ト ま で の 走 行 時 間 、最 大 酸 素 摂 取 量

（VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定した。
各トレーニングでは、両群とも常酸素下で算出し
た100%  VO2max強度で2分間走行させた。

【結果】H群はN群に比べ、走行時間、VO2max、オー
ルアウト時の心拍出量および1回拍出量が増加し
た（P<0.05）。血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達すると
きの速度、動静脈酸素含量較差およびヘモグロビ
ン濃度は両群間に差はなかった。

【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングに
よって、ウマのパフォーマンスおよび有酸素能力
が向上した。
　発表に対して、「トレーニング後にランニングエ
コノミーは変わったのか？」という質問があった。
ヒトの低酸素トレーニングでは、あまり顕著な最

大酸素摂取量の増加は認められず、その代わりに
効率的に走行できる（つまりランニングエコノ
ミーが改善する）ようになって、運動パフォーマン
スが向上するという報告が多い。しかし、サラブ
レッドの場合、トレーニングを継続していくにつ
れて、どんどんウマのテンションが上がっていき、
トレッドミル漸増負荷試験の際も、試験前半の遅
いスピードのステップで掛かりながら走ってしま
うことがしばしばある。そのため、ヒトとは異な
り、ランニングエコノミーを適正に評価すること
は難しいことを伝えた。

○低酸素環境でのスプリントトレーニング
後藤一成（立命館大学）

　室内の酸素濃度を減じた状態でトレーニングを
行う低酸素トレーニングは、主に持久性競技種目
のアスリートにおける有酸素性パフォーマンス改
善を狙いとして活用されてきた。これに対して近
年、無酸素性パフォーマンスの改善に対する効果
が注目されている。
　演者らの研究グループでも、低酸素環境下での
スプリントトレーニングが無酸素性パフォーマン
スや骨格筋内のエネルギー基質に及ぼす影響に焦
点をあて研究を継続してきた。その結果、中程度の
低酸素環境（酸素濃度14.5%）で行う週2回4週間の
スプリントトレーニングは通常酸素環境で行う同
一のトレーニングに比較して、間欠的ペダリング
テスト（7秒全力ペダリング x 10セット、セット間
30秒）におけるパワー発揮を有意に増加させるこ

とが明らかになった。また、特徴的な点として、低
酸素群では1セット目のペダリング時の発揮パ
ワーの大きな増加が認められた（Kasai  e t  a l .  
Springerplus, 2015）。この結果は、低酸素環境での
スプリントトレーニングは、数秒間で完結する短
時間・高強度運動時の発揮パワーを向上させるこ
とを示している。そこで、陸上競技短距離選手を対
象に6日間の低酸素スプリントトレーニングの効
果を検討した結果、大腿部の骨格筋クレアチンリ
ン酸量（リン磁気共鳴分光法により測定）の有意な
増加が認められた。また、同様の5日間の低酸素ス
プリントトレーニングで低酸素群でのみ10秒間
全力ペダリングや間欠的ペダリングテストにおけ
る発揮パワーの有意な増加が確認された（Kasai et 
al. ACSM 2015）。
　サラブレッドの競馬は1~3分間の運動なので、
明らかに数秒間で終わるようなスプリントレース
ではない。しかし、そのような競馬においても、ス
タートダッシュを決めて、いいポジションを取る
ことはレースを優位に進めていく上で重要である
上に、運動中に利用するエネルギーの20~30%は
無酸素性エネルギーでまかなわれている。そのた
め、サラブレッドにおいても、スプリントパフォー
マンスの向上は、レースパフォーマンスの向上に
つながると考えられる。サラブレッドが低酸素ス
プリントトレーニングを行うには、トレッドミル
上でマスクを装着し、上流から大量の窒素を流し
ながら走行する、もしくは低酸素ルーム内のト
レッドミルを走行する必要があるが、今後検討し
ていく価値があるトレーニングメニューであると
考えられる。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた持久的運動ト
レーニングが骨格筋適応に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的運動トレーニング後の骨格筋ではミトコ
ンドリアが増加し、有酸素性代謝能力が亢進する。
ミトコンドリア生合成を担う転写因子には概日リ
ズムが存在し、これには時計遺伝子が関与する。こ
のことを踏まえると、トレーニングを実施するタ
イミングがトレーニング効果に影響を及ぼすこと
が考えられる。しかし、時計遺伝子の発現リズムに

基づくトレーニングが骨格筋適応に及ぼす影響に
ついては不明である。
　そこで、時計遺伝子発現リズムに基づくトレー
ニングが骨格筋適応に及ぼす影響について検討す
るため、Wister系雄性ラットを用いて実験を行っ
た。主要時計遺伝子であるPeriod2遺伝子の発現量
がピーク（20:00）とボトム（8:00）を示すタイミン
グに、週5日x 9週間のトレッドミルトレーニング
を実施した。トレーニング期間終了後、腓腹筋深層
部位のミトコンドリアタンパク質（Cytochrome c, 
COX IV）発現量をウェスタンブロッティング法に
よって測定した。
　9週間のトレーニングによって、いずれのト
レーニング群も対照群と比較して、ミトコンドリ
アタンパク質が有意に増加した。さらに、Period2
遺伝子発現量のピーク時におけるトレーニングは
ミトコンドリアタンパク質をより増加させる傾向
を示した。これらの結果から、トレーニングの実施
タイミングの違いが骨格筋適応に影響を及ぼす可
能性が示唆された。
　競走馬においては、慣習的に早朝にトレーニン
グが実施されている。夏季に早朝の涼しい時間帯
に調教を行うメリットは想像がつくが、冬季に寒
い中、照明をつけながらトレーニングする意義は
見出しにくい（土日に関しては、競馬出走馬を輸送
する前に、他の馬の調教を終わらせたいという事
情は現実問題として存在する）。しかし、上記のよ
うなトレーニングの実施タイミングによる骨格筋
適応の違いがあることや、多くのレースが実施さ
れる時間帯（午後）にトレーニングをして、体内時
計を調整するという観点からも、調教を実施する
時間帯に関しては再考が必要なのではないだろう
か。

（向井和隆）

○一過性の低・高濃度酸素刺激が毛細血管新生に
及ぼす影響

岡部一馬ら（山口大学）
　低酸素下で活性化するとされている低酸素誘導
因子（HIF-1α）は血管新生において中心的な役割
を果たす血管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の転写
を促進することが知られている。しかし、一過性の

低酸素刺激が毛細血管に与える影響に関するIn 
Vivoでの検討は十分ではなく、加えて、高酸素刺激
の影響についてもほとんど検討されていない。本
研究は一過性の低または高酸素刺激下で運動させ
たサラブレッドの各種mRNA発現量と毛細血管密
度の変化を評価することを目的とした。サラブ
レッド種、成馬６頭に対して、トレッドミル上で低
酸素（16%）通常酸素（21%）、または高酸素（26%）
を吸引させながら運動負荷試験を行い、運動の直
前から断続的に運動７日後までニードルバイオプ
シー法により中殿筋の微量サンプルを採取した。
各サンプルについて免疫組織化学およびリアルタ
イムRT-PCR法による分析を行った。結果、mRNA
発現量は、低酸素条件においてインターロイキン
6の4時間後、血管新生に関わるとされる肝細胞増
殖因子や血管内皮細胞増殖因子受容体および
HIF-1αの3日後に大きな増加が認められた。一方、
PGC-1αおよびVEGF-Aは一度増加した後1日以
降、有意な減少を示した。組織化学染色による筋線
維組成、筋線維面積、筋核数、中心核数、サテライト
セル数、毛細血管密度はそれぞれの酸素条件、運動
の前後で違いは認められなかった。筋は低酸素条
件では解糖的代謝に、高酸素条件では酸化的代謝
に依存することがわかり、低酸素条件において最
大酸素摂取量が減少するという先行研究と一致し
た。さらに、PGC-1αのmRNA発現量は運動後に変
化し、低酸素条件下では増加しにくく、高酸素条件
下でより増加しやすいことからPGC-1αは酸素濃
度と酸素摂取量の両方の影響を受ける可能性が示
唆された。VEGF-AのmRNA発現量の増減はPGC-1
αの発現量と同じような結果を示す傾向があり、
実際にPGC-1αはVEGFの発現量を調節するとい
う先行研究も存在する。従って、VEGF-Aは酸素濃
度を変化させた一過性の運動において、PGC-1α
の影響を受けている可能性があると推測される。

○低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の有
酸素性能力を向上させるか

長久　広ら（山口大学）
　低酸素トレーニングは、有酸素性能力の向上を
目的として行われるが、その具体的な効果や機序
については不明な点が多い。本研究では、低酸素ま

たは常酸素におけるトレーニング前後に生じる変
化を、免疫組織化学的染色およびリアルタイム
RT-PCR法を用いて比較・検討する。低酸素または
常酸素でサラブレッド種、成馬8頭に4週間のト
レーニングを行わせ、その前後に常酸素での漸増
負荷試験を行った。漸増負荷試験の直前から断続
的に運動7日後までの中殿筋サンプルをニードル
バイオプシー法によって経時的に採取した。リア
ルタイムRT-PCR法を用いて、毛細血管新生関連因
子やサテライトセルの増殖・分化に関わる因子の
mRNA発現量を相対的に定量した。さらに、免疫組
織化学的染色によって毛細血管数やサテライトセ
ル数等を測定した。結果、低酸素トレーニングの効
果として、有意な最大酸素摂取量の増加が確認さ
れた。同時に単位面積当たりの毛細血管数が増加
した。毛細血管数の増加は、高い心拍出量によって
血流が増加したことにより、せん断応力が高まり、
一酸化窒素の放出を促したことに起因するかもし
れない。また、mRNA発現量は血管新生に関わると
される肝細胞増殖因子や血管内皮細胞増殖因子

（VEGF-A）、低酸素誘導因子（HIF-1α）などにおい
て有意に増加した。これらのことから、低酸素ト
レーニングは、心拍出量の増加と血管新生によっ
て有酸素性能力を向上させる可能性が考えられ
た。
　運動科学研究室の委託で行われている上記2題
は、低酸素下における運動が短期的または、長期的
にどのような変化をもたらすのかという発表で
あった。PGC-1αは、筋に対する酸素供給量に依存
して変化が認められ、低酸素トレーニングによる
最大酸素摂取量の増加の直接的な原因でない可能
性があると考えられた。また、VEGF-Aの増加は最
大酸素摂取量の増加要因としては妥当な結果と考
えられるが、筋内のエネルギー産生を増加させて
いるメカニズムについては検討されておらず、今
後の検討が待たれるところである。

○陸上競技短距離選手における短距離の低酸素ト
レーニングが骨格筋エネルギー基質量に及ぼす影響

笠井信一ら（立命館大学）
　先行研究では、４週間の低酸素トレーニングは
通常酸素環境でのトレーニングに比較して、最大

無酸素パワーを大きく増加させることが報告され
ている。そこで、低酸素環境で行う５日間の高強度
トレーニングが、運動パフォーマンスおよび骨格
筋エネルギー基質量におよぼす影響を明らかにす
ることを目的として実験を行った。方法は陸上競
技短距離選手男性19名を低酸素群(10名、酸素濃
度:14.5%）と通常酸素群(9名、酸素濃度:20.9%)に
群分けを行い、それぞれの環境下で5日間連続で
のスプリントトレーニングを実施した。トレーニ
ング期間前後に、全力ペダリングテストおよび最
大酸素摂取量テストを実施した。また、磁気共鳴分
光法を用い、筋クレアチンリン酸量およびグリ
コーゲン量を測定した。結果、10秒間全力ペダリ
ングおよび間欠的ペダリングテストにおける発揮
パワーは、いずれも低酸素群でのみトレーニング
後に有意に増加した。(p＜0.05)。筋クレアチンリ
ン酸量およびグリコーゲン量は両群ともに有意に
増加し(p＜0.05)、群間での有意差はみられなかっ
た。これらのことから、低酸素環境での高強度ト
レーニングは通常酸素環境でのトレーニングに比
較して、スプリントパフォーマンスを向上させる
ことが明らかとなった。一方、このことに筋クレア
チンリン酸およびグリコーゲン量の増加は関連し
ていないと考えられた。
　低酸素トレーニングが有酸素運動能力だけでな
く、スプリント系の短時間の運動能力をも向上さ
せる事が示されており、競走馬のように比較的短
時間の競技を行う動物については低酸素トレーニ
ングが有効であり、応用可能なトレーニングであ
ることを示しているものと考えられる。人におい
ては磁気共鳴分光法を用いた非侵襲的な筋クレア
チンリン酸量およびグリコーゲン量の測定方法が
確立され様々な研究に用いられるようになってき
ているが、今回の実験のように短時間のパフォー
マンスには筋クレアチンリン酸量およびグリコー
ゲン量が関連しないことは、競走馬も同様である
可能性が高いものと考えられた。

（大村　一）

○大腿四頭筋肉離れ損傷既往者の支配神経伝導速
度は低下していた

鴻崎香里奈（日本体育大学）

　筆者らは先行研究において伸張性収縮誘発性筋
損傷を導入した際、支配神経が損傷する運動誘発
性神経損傷を、つまり過度にエキセントリックな
負荷をかけた筋肉では支配神経の伝導速度が低下
することを報告している。また、伸張性収縮は肉離
れ損傷の主な誘因とされており、ハムストリング
ス肉離れ損傷既往者においても支配神経伝導速度
の有意な低下を確認している。本研究では大腿四
頭筋でもハムストリングス同様の現象（大腿四頭
筋の支配神経である大腿神経伝導速度の低下）が
確認されるかを検証した。
　対象は大腿四頭筋肉離れ損傷既往者5名で、大
腿神経伝導速度の測定を実施した。測定は、8の字
コイルを用いてパルス磁気刺激（1.6-1.8 T）を大腿
神経に課し、大腿四頭筋のM波（神経刺激した時
に、その支配筋に現れる活動電位）を導出し、神経
伝導速度を求めた。
　大腿四頭筋肉離れ損傷既往者における損傷側の
伝導速度（26.9 m/s）は非損傷側(46.9 m/s)と比較
して有意に低値を示しており、患肢における神経
速度の低下は全症例で認められた。なお、健常者に
おいての神経伝導速度の左右差は確認されなかっ
た。
　以上のことから、ハムストリングス肉離れ損傷
既往者と同様に、大腿四頭筋肉離れ損傷既往者に
おいても神経伝導速度の低下が観察された。この
結果より、肉離れ損傷時には筋のみならず支配神
経の損傷が（その仕組みは不明であるが）筋肉の損
傷から神経伝導の遅延へと逆行性に誘発され、肉
離れ損傷後に散見される神経―筋の不調和や再受
傷は支配神経の機能欠損に起因する可能性が考え
られた。
　ウマにおいても、蹄尖踏着するような重度の筋
痛を示しているような症例では神経速度の低下が
みられる可能性がある。これを利用すれば、筋損傷
の程度や調教開始までに要する時間が分かるかも
しれない。

○足床間インタラクションと膝関節複合ストレス
の時間的変遷　―かかと接地直後の高頻度は膝外
反内旋複合ストレス発生―

小笠原一生（大阪大学）

　膝の前十字靭帯損傷は膝に外反および内旋スト
レスが同時にかかった時に発生すると考えられて
いるが、どのような足床間のインタラクションが
この複合負荷を高頻度に生じさせるかは不明であ
る。本研究では、足部接地パターンの違いが外反内
旋複合ストレスの発生頻度およびその経時的変化
に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　健常成人女性20名を対象として2条件のサイド
カットを実施した。サイドカットとはサッカーや
バスケットのフェイント動作でみられるような足
の動きで、接地した脚の反対側に進行方向を変更
する方法である。2条件のサイドカット（前足部接
地条件および後足部接地条件）を実施し、膝に作用
した外モーメントを算出した。
　後足部接地条件では、接地直後に外反内旋複合
ストレス発生が有意に高頻度であった（前足部着
地vs後足部接地：33% vs 80%）。一方、同条件下で
荷重が前足部に移る接地後期では、発生頻度は前
足部接地条件と同程度(25% vs 24%)であった。
　後足部接地は外反内旋を接地直後に高頻度に生
じさせた。前十字靭帯損傷は接地後50ミリ秒以下
で生じ始めることが報告されていることから、接
地直後に高頻度に外反内旋ストレスを複合させる
後足部着地は前十字靭帯損傷のリスクを高める可
能性がある。このことから、床との接地を前足部で
行えば、外反内旋が複合する確率を減らすことが
でき、リスクの軽減につながると考えられた。ま
た、筆者らの考えでは、選手自身がコントロールし
ている状況とそうでない状況では後部着地時のリ
スクは異なる（後者の方が圧倒的に高い）というこ
とであった。
　競走馬の場合でも何か咄嗟の動き（競走中止し
たウマを避けるなど）をしたときの着地パターン
を解析できれば、球節や腕節にかかる力の理解も
進むかもしれない。

○輻射熱が暑熱環境下の持久性パフォーマンスと
体温調節に及ぼす影響

大谷秀憲（姫路獨協大学）
　ヒトの運動能力は、外部環境の影響を強く受け
ることが知られている。特に温熱環境下では気温、
気流、湿度、輻射熱が挙げられる。このうち輻射熱

以外の3要素はパフォーマンスに大きく影響する
ことが報告されているが、輻射熱に関してはあま
り知られていない。そこで筆者らは輻射熱の違い
が温熱環境下での持久性パフォーマンスと体温調
節反応に及ぼす影響について検討した。
　被験者は健康な男性8名だった。実験は室温
30℃、湿度50%に設定された人工気象室内で70% 
VO2max強度の自転車エルゴメータ運動をオール
アウトに到達するまで実施した。輻射熱の条件は、
800 W/㎡、500 W/㎡、250 W/㎡および0 W/㎡の
4条件とした。
　運動継続時間は800 W/㎡(23±4分)が他3条件

（500 W/㎡; 30±7分、250 W/㎡; 43±10分、0 
W/㎡;46±10分）よりも有意な低値を示し、500 
W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡よりも有意に低かっ
た。平均皮膚温は800 W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡
よりも有意に高く、500 W/㎡が0 W/㎡よりも有
意に高かった。蓄熱量（外来熱量＋産生熱量－放熱
量）は800 W/㎡が他の3条件よりも有意な高値を

示した。直腸温、発汗量、心拍数、皮膚血管コンダク
タンスおよび循環血漿量は条件間に差は認められ
なかった。
　以上から輻射熱がパフォーマンスに影響するこ
とが明らかとなった。直腸温や発汗量に条件間で
有意な差は認められなかったが、蓄熱量がパ
フォーマンスに影響を及ぼしていることが考えら
れた。
　競走馬において蓄熱量が低いと思われる芦毛お
よび白毛が夏のレースに活躍するかと言われる
と、本発表の条件に比較して運動時間がかなり短
いため同じ結果が出るかは不明だが、エンデュラ
ンス競技のような長い時間労役が生じる競技では
蓄熱量がパフォーマンスに影響を及ぼしている可
能性は十分にあると考えられた。

（高橋佑治）

　2015年10月2日に動物衛生研究所で開催され
た第203回つくば病理談話会ならびに第100回
JPCスライドセミナーに参加したので、その概要
を報告する。

つくば病理談話会　提出症例一覧

JPC　提出症例一覧

牛の胎盤・結腸（つくば病理談話会No.374、提出機
関：千葉県中央家畜保健衛生所）

【発生状況および臨床所見】
　症例は牛、黒色和種、雄の流産胎子（胎齢117日）
である。母牛は31ヵ月齢で、20頭を飼養する肉牛
繁殖農場で繋養され、アカバネ病ワクチンのみ接
種済みであった。なお、当該牧場では2014年2月に
も2頭の流産が発生した。

【微生物学的ならびに生化学的検査】
　真菌学的検査において、流産胎子の肺・肝臓・心
臓および胃内容物からAspergillus 属真菌が分離さ
れた。分子生物学的解析により、分離された真菌は
A. terreusと同定された。細菌学的検査では、胎子組
織から有意菌は分離されなかった。なお、胎盤組織

に対しての検査は行っていない。
【剖検および組織所見】
　剖検時、胎膜は黄白色で肥厚し、胎盤節は壊死し
ていた。胎子には、皮下組織の膠様浸潤ならびに血
様胸水・腹水の貯留が認められた。その他の臓器に
特に異常は認められなかった。
　病理組織学的には、尿膜絨毛膜に重度の水腫、好
中球の浸潤ならびに壊死性、線維素性あるいは化
膿性血管炎が認められた。大型の動脈内にはフィ
ブリン血栓がしばしば観察された。胎盤節では、絨
毛はびまん性に壊死し、絨毛間に多量の細胞残渣
が認められた。PASならびにグロコット染色では、
これら絨毛間の壊死組織、尿膜絨毛膜および血管
内に菌糸が認められた。これら菌糸の幅は不定で
複雑に屈曲し、隔壁を有していた。これら菌糸の増
殖の方向に規則性は認められなかった。また、アレ
ウリオ型分生子がしばしば観察された。一方、胎子
の消化管および気管にも多量の菌糸が認められ
た。これらの菌糸は隔壁をもち、太さは均一で、一
定方向への増殖が認められた。また、菌糸のY字状
分岐やアレウリオ型分生子も観察された。また、軽
度の化膿性肺炎ならびに肺リンパ節への好中球の
重度浸潤が認められた。
　抗Aspergillus fumigatus マウス血清 (DAKO)、抗
Rhizopus arrhizus マウス血清 (DAKO)、抗Candida 
albicans (Biogenesis)を用いた免疫組織化学的検
索では、真菌はA. fumigatus 血清にのみ陽性を示し
た。

【診断】
　組織診断　牛のAspergillus terreus による壊死性

胎盤炎
結腸腔内における炎症反応を伴わな
いA. terreus の増殖

　疾病診断　牛のAspergillus terreus による真菌性
流産

　真菌感染症では、菌種の同定に真菌学的あるい
は分子生物学的手法が用いられている。しかし、菌
糸の形態的特徴に基づいて病理組織学的に同定を
行うこともある。Aspergillus属菌の場合、菌糸の幅
は一定で、隔壁が見られ、Y字状に分岐するなどの
形態的特徴が見られた場合、Aspergillus属菌と同

定される。さらに、A. terreus ではフィアライド型
分生子の形成が特徴的である。
　本例では胎子腸管の内容物と胎盤で菌糸の形態
が異なっていた。これらの特徴が、Aspergillus属菌
による牛の胎盤炎に特徴的な所見であるのか、あ
るいはその他の要因によるのか討議が行われた。
演者は、Aspergillus属菌の形態に影響を与える要
因として、①菌糸の発育ステージ、②菌糸の細胞壁
の変性あるいは③炎症反応などがこれまでに報告
されていることを挙げた。また、細胞壁が合成され
る際に酸素が必須であることから、感染部位にお
ける酸素濃度が菌糸の形態に影響を与える可能性
などが提言された。
　Aspergillus 属菌は馬の喉嚢炎の原因の一つとし
て認識されているが、肺炎などの呼吸器疾患や流
産なども引き起こす。病理学的には、上記のような
特徴を有す菌糸を証明することで診断が可能であ
る。しかし、本症例のように真菌の形態が典型的で
ない場合には、免疫組織化学的手法や分子生物学
的手法などを併用することが望ましいと考えられ
た。

馬の大腸（conf .11  2014 -11 -1、提出機関：
University of California Davis, USA）

【発生状況および臨床所見】
　症例はサラブレッド種、雄の1歳齢で、牧草地で
横臥しているところを発見された。血清生化学的
検査では、低アルブミン血症（1.7 g/dL）、血清総タ
ンパク量の低下（4.8 g/dL）および好中球の増加

（17313 /µL）が認められた。また、本例にはイベル
メクチンとフェンベンダゾールの投与が行われて
いた。

【剖検および組織所見】
　胸腔には約 5 L の黄色混濁漿液が貯留してい
た。大腸漿膜は灰紫色を呈していた。結腸粘膜は薄
桃色から黄褐色で肥厚し、針先大から径 0.1 cm 大
の暗色点状病巣がびまん性に認められた。また、盲
腸尖が盲結腸開口部を通過し右腹側結腸内に認め
られた (盲腸結腸重積)。
　組織学的には、結腸粘膜に多数の小円虫幼虫の
寄生が認められた。幼虫の多くは腸陰窩に寄生し、

薄い結合織性被膜を有していた。幼虫の寄生は粘
膜下組織あるいは基底膜下にも認められた。粘膜
固有層には水腫、炎症細胞の浸潤が認められた。

【JPC の診断】
　大腸炎、組織球性およびリンパ形質細胞性、び漫
性、中等度、粘膜における多数の小円虫の幼虫を伴
う

【JPC および提出期間のコメント】
　小円虫はstrongylus属を除く円虫亜科、毛細虫亜
科およびジアロセファルス亜科に属する線虫で、
世界中の馬に寄生がみられる。小円虫は体長 1～
２ cmで、成虫は主に盲腸や結腸に寄生する。中間
宿主は必要とせず、宿主の腸管粘膜で成熟する。小
円虫の特徴として、季節的要因や駆虫薬投与に

よって、幼虫が発育を停止 (hypobiosis) すること
が知られている。小円虫は病原性が低いとされて
いるが、濃厚感染時あるいは発育停止幼虫が一斉
に発育を再開した場合には、元気消失、貧血や下痢
などの臨床症状が見られる。臨床症状は非特異的
であること、糞便中の虫卵では小円虫感染を確定
診断できない（大円虫卵と鑑別ができない）ことか
ら、生前の小円虫症の診断は困難である。
　日本においても、小円虫の寄生はしばしば認め
られる。近年、一部の小円虫がベンズイミダゾール
やピペラジンなどの駆虫薬に対する抵抗性を獲得
しているとの報告もあることから、小円虫の駆虫
を行う際には駆虫薬の選択や駆虫プログラムに配
慮が必要であると考えられる。

（越智章仁）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　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だけであり、さらに日
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。
　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
る。研究者自身もトレーニングにいそしんでいる
参加者も多く、学会最終日の朝には持久走大会が
開かれている学会大会である。

○常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマの
パフォーマンスと有酸素能力を向上させる

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】ヒトでは以前から低酸素トレーニングが取
り入れられているが、ウマでは元々運動中の赤血
球数が多いことなどから、低酸素トレーニングの
効果が疑問視されていることもあり、報告がない。

【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングがウ

マの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響を
調べる。

【方法】クロスオーバーデザイン（各試験の間隔は
4ヶ月）で、8頭のサラブレッドを低酸素（H, 15%）
群と常酸素（N, 21%）群に分け、週3回・4週間ト
レーニングした。トレーニング前後に常酸素下で
トレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オール
ア ウ ト ま で の 走 行 時 間 、最 大 酸 素 摂 取 量

（VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定した。
各トレーニングでは、両群とも常酸素下で算出し
た100%  VO2max強度で2分間走行させた。

【結果】H群はN群に比べ、走行時間、VO2max、オー
ルアウト時の心拍出量および1回拍出量が増加し
た（P<0.05）。血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達すると
きの速度、動静脈酸素含量較差およびヘモグロビ
ン濃度は両群間に差はなかった。

【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングに
よって、ウマのパフォーマンスおよび有酸素能力
が向上した。
　発表に対して、「トレーニング後にランニングエ
コノミーは変わったのか？」という質問があった。
ヒトの低酸素トレーニングでは、あまり顕著な最

大酸素摂取量の増加は認められず、その代わりに
効率的に走行できる（つまりランニングエコノ
ミーが改善する）ようになって、運動パフォーマン
スが向上するという報告が多い。しかし、サラブ
レッドの場合、トレーニングを継続していくにつ
れて、どんどんウマのテンションが上がっていき、
トレッドミル漸増負荷試験の際も、試験前半の遅
いスピードのステップで掛かりながら走ってしま
うことがしばしばある。そのため、ヒトとは異な
り、ランニングエコノミーを適正に評価すること
は難しいことを伝えた。

○低酸素環境でのスプリントトレーニング
後藤一成（立命館大学）

　室内の酸素濃度を減じた状態でトレーニングを
行う低酸素トレーニングは、主に持久性競技種目
のアスリートにおける有酸素性パフォーマンス改
善を狙いとして活用されてきた。これに対して近
年、無酸素性パフォーマンスの改善に対する効果
が注目されている。
　演者らの研究グループでも、低酸素環境下での
スプリントトレーニングが無酸素性パフォーマン
スや骨格筋内のエネルギー基質に及ぼす影響に焦
点をあて研究を継続してきた。その結果、中程度の
低酸素環境（酸素濃度14.5%）で行う週2回4週間の
スプリントトレーニングは通常酸素環境で行う同
一のトレーニングに比較して、間欠的ペダリング
テスト（7秒全力ペダリング x 10セット、セット間
30秒）におけるパワー発揮を有意に増加させるこ

とが明らかになった。また、特徴的な点として、低
酸素群では1セット目のペダリング時の発揮パ
ワーの大きな増加が認められた（Kasai  e t  a l .  
Springerplus, 2015）。この結果は、低酸素環境での
スプリントトレーニングは、数秒間で完結する短
時間・高強度運動時の発揮パワーを向上させるこ
とを示している。そこで、陸上競技短距離選手を対
象に6日間の低酸素スプリントトレーニングの効
果を検討した結果、大腿部の骨格筋クレアチンリ
ン酸量（リン磁気共鳴分光法により測定）の有意な
増加が認められた。また、同様の5日間の低酸素ス
プリントトレーニングで低酸素群でのみ10秒間
全力ペダリングや間欠的ペダリングテストにおけ
る発揮パワーの有意な増加が確認された（Kasai et 
al. ACSM 2015）。
　サラブレッドの競馬は1~3分間の運動なので、
明らかに数秒間で終わるようなスプリントレース
ではない。しかし、そのような競馬においても、ス
タートダッシュを決めて、いいポジションを取る
ことはレースを優位に進めていく上で重要である
上に、運動中に利用するエネルギーの20~30%は
無酸素性エネルギーでまかなわれている。そのた
め、サラブレッドにおいても、スプリントパフォー
マンスの向上は、レースパフォーマンスの向上に
つながると考えられる。サラブレッドが低酸素ス
プリントトレーニングを行うには、トレッドミル
上でマスクを装着し、上流から大量の窒素を流し
ながら走行する、もしくは低酸素ルーム内のト
レッドミルを走行する必要があるが、今後検討し
ていく価値があるトレーニングメニューであると
考えられる。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた持久的運動ト
レーニングが骨格筋適応に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的運動トレーニング後の骨格筋ではミトコ
ンドリアが増加し、有酸素性代謝能力が亢進する。
ミトコンドリア生合成を担う転写因子には概日リ
ズムが存在し、これには時計遺伝子が関与する。こ
のことを踏まえると、トレーニングを実施するタ
イミングがトレーニング効果に影響を及ぼすこと
が考えられる。しかし、時計遺伝子の発現リズムに

基づくトレーニングが骨格筋適応に及ぼす影響に
ついては不明である。
　そこで、時計遺伝子発現リズムに基づくトレー
ニングが骨格筋適応に及ぼす影響について検討す
るため、Wister系雄性ラットを用いて実験を行っ
た。主要時計遺伝子であるPeriod2遺伝子の発現量
がピーク（20:00）とボトム（8:00）を示すタイミン
グに、週5日x 9週間のトレッドミルトレーニング
を実施した。トレーニング期間終了後、腓腹筋深層
部位のミトコンドリアタンパク質（Cytochrome c, 
COX IV）発現量をウェスタンブロッティング法に
よって測定した。
　9週間のトレーニングによって、いずれのト
レーニング群も対照群と比較して、ミトコンドリ
アタンパク質が有意に増加した。さらに、Period2
遺伝子発現量のピーク時におけるトレーニングは
ミトコンドリアタンパク質をより増加させる傾向
を示した。これらの結果から、トレーニングの実施
タイミングの違いが骨格筋適応に影響を及ぼす可
能性が示唆された。
　競走馬においては、慣習的に早朝にトレーニン
グが実施されている。夏季に早朝の涼しい時間帯
に調教を行うメリットは想像がつくが、冬季に寒
い中、照明をつけながらトレーニングする意義は
見出しにくい（土日に関しては、競馬出走馬を輸送
する前に、他の馬の調教を終わらせたいという事
情は現実問題として存在する）。しかし、上記のよ
うなトレーニングの実施タイミングによる骨格筋
適応の違いがあることや、多くのレースが実施さ
れる時間帯（午後）にトレーニングをして、体内時
計を調整するという観点からも、調教を実施する
時間帯に関しては再考が必要なのではないだろう
か。

（向井和隆）

○一過性の低・高濃度酸素刺激が毛細血管新生に
及ぼす影響

岡部一馬ら（山口大学）
　低酸素下で活性化するとされている低酸素誘導
因子（HIF-1α）は血管新生において中心的な役割
を果たす血管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の転写
を促進することが知られている。しかし、一過性の

低酸素刺激が毛細血管に与える影響に関するIn 
Vivoでの検討は十分ではなく、加えて、高酸素刺激
の影響についてもほとんど検討されていない。本
研究は一過性の低または高酸素刺激下で運動させ
たサラブレッドの各種mRNA発現量と毛細血管密
度の変化を評価することを目的とした。サラブ
レッド種、成馬６頭に対して、トレッドミル上で低
酸素（16%）通常酸素（21%）、または高酸素（26%）
を吸引させながら運動負荷試験を行い、運動の直
前から断続的に運動７日後までニードルバイオプ
シー法により中殿筋の微量サンプルを採取した。
各サンプルについて免疫組織化学およびリアルタ
イムRT-PCR法による分析を行った。結果、mRNA
発現量は、低酸素条件においてインターロイキン
6の4時間後、血管新生に関わるとされる肝細胞増
殖因子や血管内皮細胞増殖因子受容体および
HIF-1αの3日後に大きな増加が認められた。一方、
PGC-1αおよびVEGF-Aは一度増加した後1日以
降、有意な減少を示した。組織化学染色による筋線
維組成、筋線維面積、筋核数、中心核数、サテライト
セル数、毛細血管密度はそれぞれの酸素条件、運動
の前後で違いは認められなかった。筋は低酸素条
件では解糖的代謝に、高酸素条件では酸化的代謝
に依存することがわかり、低酸素条件において最
大酸素摂取量が減少するという先行研究と一致し
た。さらに、PGC-1αのmRNA発現量は運動後に変
化し、低酸素条件下では増加しにくく、高酸素条件
下でより増加しやすいことからPGC-1αは酸素濃
度と酸素摂取量の両方の影響を受ける可能性が示
唆された。VEGF-AのmRNA発現量の増減はPGC-1
αの発現量と同じような結果を示す傾向があり、
実際にPGC-1αはVEGFの発現量を調節するとい
う先行研究も存在する。従って、VEGF-Aは酸素濃
度を変化させた一過性の運動において、PGC-1α
の影響を受けている可能性があると推測される。

○低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の有
酸素性能力を向上させるか

長久　広ら（山口大学）
　低酸素トレーニングは、有酸素性能力の向上を
目的として行われるが、その具体的な効果や機序
については不明な点が多い。本研究では、低酸素ま

たは常酸素におけるトレーニング前後に生じる変
化を、免疫組織化学的染色およびリアルタイム
RT-PCR法を用いて比較・検討する。低酸素または
常酸素でサラブレッド種、成馬8頭に4週間のト
レーニングを行わせ、その前後に常酸素での漸増
負荷試験を行った。漸増負荷試験の直前から断続
的に運動7日後までの中殿筋サンプルをニードル
バイオプシー法によって経時的に採取した。リア
ルタイムRT-PCR法を用いて、毛細血管新生関連因
子やサテライトセルの増殖・分化に関わる因子の
mRNA発現量を相対的に定量した。さらに、免疫組
織化学的染色によって毛細血管数やサテライトセ
ル数等を測定した。結果、低酸素トレーニングの効
果として、有意な最大酸素摂取量の増加が確認さ
れた。同時に単位面積当たりの毛細血管数が増加
した。毛細血管数の増加は、高い心拍出量によって
血流が増加したことにより、せん断応力が高まり、
一酸化窒素の放出を促したことに起因するかもし
れない。また、mRNA発現量は血管新生に関わると
される肝細胞増殖因子や血管内皮細胞増殖因子

（VEGF-A）、低酸素誘導因子（HIF-1α）などにおい
て有意に増加した。これらのことから、低酸素ト
レーニングは、心拍出量の増加と血管新生によっ
て有酸素性能力を向上させる可能性が考えられ
た。
　運動科学研究室の委託で行われている上記2題
は、低酸素下における運動が短期的または、長期的
にどのような変化をもたらすのかという発表で
あった。PGC-1αは、筋に対する酸素供給量に依存
して変化が認められ、低酸素トレーニングによる
最大酸素摂取量の増加の直接的な原因でない可能
性があると考えられた。また、VEGF-Aの増加は最
大酸素摂取量の増加要因としては妥当な結果と考
えられるが、筋内のエネルギー産生を増加させて
いるメカニズムについては検討されておらず、今
後の検討が待たれるところである。

○陸上競技短距離選手における短距離の低酸素ト
レーニングが骨格筋エネルギー基質量に及ぼす影響

笠井信一ら（立命館大学）
　先行研究では、４週間の低酸素トレーニングは
通常酸素環境でのトレーニングに比較して、最大

無酸素パワーを大きく増加させることが報告され
ている。そこで、低酸素環境で行う５日間の高強度
トレーニングが、運動パフォーマンスおよび骨格
筋エネルギー基質量におよぼす影響を明らかにす
ることを目的として実験を行った。方法は陸上競
技短距離選手男性19名を低酸素群(10名、酸素濃
度:14.5%）と通常酸素群(9名、酸素濃度:20.9%)に
群分けを行い、それぞれの環境下で5日間連続で
のスプリントトレーニングを実施した。トレーニ
ング期間前後に、全力ペダリングテストおよび最
大酸素摂取量テストを実施した。また、磁気共鳴分
光法を用い、筋クレアチンリン酸量およびグリ
コーゲン量を測定した。結果、10秒間全力ペダリ
ングおよび間欠的ペダリングテストにおける発揮
パワーは、いずれも低酸素群でのみトレーニング
後に有意に増加した。(p＜0.05)。筋クレアチンリ
ン酸量およびグリコーゲン量は両群ともに有意に
増加し(p＜0.05)、群間での有意差はみられなかっ
た。これらのことから、低酸素環境での高強度ト
レーニングは通常酸素環境でのトレーニングに比
較して、スプリントパフォーマンスを向上させる
ことが明らかとなった。一方、このことに筋クレア
チンリン酸およびグリコーゲン量の増加は関連し
ていないと考えられた。
　低酸素トレーニングが有酸素運動能力だけでな
く、スプリント系の短時間の運動能力をも向上さ
せる事が示されており、競走馬のように比較的短
時間の競技を行う動物については低酸素トレーニ
ングが有効であり、応用可能なトレーニングであ
ることを示しているものと考えられる。人におい
ては磁気共鳴分光法を用いた非侵襲的な筋クレア
チンリン酸量およびグリコーゲン量の測定方法が
確立され様々な研究に用いられるようになってき
ているが、今回の実験のように短時間のパフォー
マンスには筋クレアチンリン酸量およびグリコー
ゲン量が関連しないことは、競走馬も同様である
可能性が高いものと考えられた。

（大村　一）

○大腿四頭筋肉離れ損傷既往者の支配神経伝導速
度は低下していた

鴻崎香里奈（日本体育大学）

　筆者らは先行研究において伸張性収縮誘発性筋
損傷を導入した際、支配神経が損傷する運動誘発
性神経損傷を、つまり過度にエキセントリックな
負荷をかけた筋肉では支配神経の伝導速度が低下
することを報告している。また、伸張性収縮は肉離
れ損傷の主な誘因とされており、ハムストリング
ス肉離れ損傷既往者においても支配神経伝導速度
の有意な低下を確認している。本研究では大腿四
頭筋でもハムストリングス同様の現象（大腿四頭
筋の支配神経である大腿神経伝導速度の低下）が
確認されるかを検証した。
　対象は大腿四頭筋肉離れ損傷既往者5名で、大
腿神経伝導速度の測定を実施した。測定は、8の字
コイルを用いてパルス磁気刺激（1.6-1.8 T）を大腿
神経に課し、大腿四頭筋のM波（神経刺激した時
に、その支配筋に現れる活動電位）を導出し、神経
伝導速度を求めた。
　大腿四頭筋肉離れ損傷既往者における損傷側の
伝導速度（26.9 m/s）は非損傷側(46.9 m/s)と比較
して有意に低値を示しており、患肢における神経
速度の低下は全症例で認められた。なお、健常者に
おいての神経伝導速度の左右差は確認されなかっ
た。
　以上のことから、ハムストリングス肉離れ損傷
既往者と同様に、大腿四頭筋肉離れ損傷既往者に
おいても神経伝導速度の低下が観察された。この
結果より、肉離れ損傷時には筋のみならず支配神
経の損傷が（その仕組みは不明であるが）筋肉の損
傷から神経伝導の遅延へと逆行性に誘発され、肉
離れ損傷後に散見される神経―筋の不調和や再受
傷は支配神経の機能欠損に起因する可能性が考え
られた。
　ウマにおいても、蹄尖踏着するような重度の筋
痛を示しているような症例では神経速度の低下が
みられる可能性がある。これを利用すれば、筋損傷
の程度や調教開始までに要する時間が分かるかも
しれない。

○足床間インタラクションと膝関節複合ストレス
の時間的変遷　―かかと接地直後の高頻度は膝外
反内旋複合ストレス発生―

小笠原一生（大阪大学）

　膝の前十字靭帯損傷は膝に外反および内旋スト
レスが同時にかかった時に発生すると考えられて
いるが、どのような足床間のインタラクションが
この複合負荷を高頻度に生じさせるかは不明であ
る。本研究では、足部接地パターンの違いが外反内
旋複合ストレスの発生頻度およびその経時的変化
に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　健常成人女性20名を対象として2条件のサイド
カットを実施した。サイドカットとはサッカーや
バスケットのフェイント動作でみられるような足
の動きで、接地した脚の反対側に進行方向を変更
する方法である。2条件のサイドカット（前足部接
地条件および後足部接地条件）を実施し、膝に作用
した外モーメントを算出した。
　後足部接地条件では、接地直後に外反内旋複合
ストレス発生が有意に高頻度であった（前足部着
地vs後足部接地：33% vs 80%）。一方、同条件下で
荷重が前足部に移る接地後期では、発生頻度は前
足部接地条件と同程度(25% vs 24%)であった。
　後足部接地は外反内旋を接地直後に高頻度に生
じさせた。前十字靭帯損傷は接地後50ミリ秒以下
で生じ始めることが報告されていることから、接
地直後に高頻度に外反内旋ストレスを複合させる
後足部着地は前十字靭帯損傷のリスクを高める可
能性がある。このことから、床との接地を前足部で
行えば、外反内旋が複合する確率を減らすことが
でき、リスクの軽減につながると考えられた。ま
た、筆者らの考えでは、選手自身がコントロールし
ている状況とそうでない状況では後部着地時のリ
スクは異なる（後者の方が圧倒的に高い）というこ
とであった。
　競走馬の場合でも何か咄嗟の動き（競走中止し
たウマを避けるなど）をしたときの着地パターン
を解析できれば、球節や腕節にかかる力の理解も
進むかもしれない。

○輻射熱が暑熱環境下の持久性パフォーマンスと
体温調節に及ぼす影響

大谷秀憲（姫路獨協大学）
　ヒトの運動能力は、外部環境の影響を強く受け
ることが知られている。特に温熱環境下では気温、
気流、湿度、輻射熱が挙げられる。このうち輻射熱

以外の3要素はパフォーマンスに大きく影響する
ことが報告されているが、輻射熱に関してはあま
り知られていない。そこで筆者らは輻射熱の違い
が温熱環境下での持久性パフォーマンスと体温調
節反応に及ぼす影響について検討した。
　被験者は健康な男性8名だった。実験は室温
30℃、湿度50%に設定された人工気象室内で70% 
VO2max強度の自転車エルゴメータ運動をオール
アウトに到達するまで実施した。輻射熱の条件は、
800 W/㎡、500 W/㎡、250 W/㎡および0 W/㎡の
4条件とした。
　運動継続時間は800 W/㎡(23±4分)が他3条件

（500 W/㎡; 30±7分、250 W/㎡; 43±10分、0 
W/㎡;46±10分）よりも有意な低値を示し、500 
W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡よりも有意に低かっ
た。平均皮膚温は800 W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡
よりも有意に高く、500 W/㎡が0 W/㎡よりも有
意に高かった。蓄熱量（外来熱量＋産生熱量－放熱
量）は800 W/㎡が他の3条件よりも有意な高値を

示した。直腸温、発汗量、心拍数、皮膚血管コンダク
タンスおよび循環血漿量は条件間に差は認められ
なかった。
　以上から輻射熱がパフォーマンスに影響するこ
とが明らかとなった。直腸温や発汗量に条件間で
有意な差は認められなかったが、蓄熱量がパ
フォーマンスに影響を及ぼしていることが考えら
れた。
　競走馬において蓄熱量が低いと思われる芦毛お
よび白毛が夏のレースに活躍するかと言われる
と、本発表の条件に比較して運動時間がかなり短
いため同じ結果が出るかは不明だが、エンデュラ
ンス競技のような長い時間労役が生じる競技では
蓄熱量がパフォーマンスに影響を及ぼしている可
能性は十分にあると考えられた。

（高橋佑治）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　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だけであり、さらに日
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。
　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
る。研究者自身もトレーニングにいそしんでいる
参加者も多く、学会最終日の朝には持久走大会が
開かれている学会大会である。

○常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマの
パフォーマンスと有酸素能力を向上させる

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】ヒトでは以前から低酸素トレーニングが取
り入れられているが、ウマでは元々運動中の赤血
球数が多いことなどから、低酸素トレーニングの
効果が疑問視されていることもあり、報告がない。

【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングがウ

マの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響を
調べる。

【方法】クロスオーバーデザイン（各試験の間隔は
4ヶ月）で、8頭のサラブレッドを低酸素（H, 15%）
群と常酸素（N, 21%）群に分け、週3回・4週間ト
レーニングした。トレーニング前後に常酸素下で
トレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オール
ア ウ ト ま で の 走 行 時 間 、最 大 酸 素 摂 取 量

（VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定した。
各トレーニングでは、両群とも常酸素下で算出し
た100%  VO2max強度で2分間走行させた。

【結果】H群はN群に比べ、走行時間、VO2max、オー
ルアウト時の心拍出量および1回拍出量が増加し
た（P<0.05）。血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達すると
きの速度、動静脈酸素含量較差およびヘモグロビ
ン濃度は両群間に差はなかった。

【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングに
よって、ウマのパフォーマンスおよび有酸素能力
が向上した。
　発表に対して、「トレーニング後にランニングエ
コノミーは変わったのか？」という質問があった。
ヒトの低酸素トレーニングでは、あまり顕著な最

大酸素摂取量の増加は認められず、その代わりに
効率的に走行できる（つまりランニングエコノ
ミーが改善する）ようになって、運動パフォーマン
スが向上するという報告が多い。しかし、サラブ
レッドの場合、トレーニングを継続していくにつ
れて、どんどんウマのテンションが上がっていき、
トレッドミル漸増負荷試験の際も、試験前半の遅
いスピードのステップで掛かりながら走ってしま
うことがしばしばある。そのため、ヒトとは異な
り、ランニングエコノミーを適正に評価すること
は難しいことを伝えた。

○低酸素環境でのスプリントトレーニング
後藤一成（立命館大学）

　室内の酸素濃度を減じた状態でトレーニングを
行う低酸素トレーニングは、主に持久性競技種目
のアスリートにおける有酸素性パフォーマンス改
善を狙いとして活用されてきた。これに対して近
年、無酸素性パフォーマンスの改善に対する効果
が注目されている。
　演者らの研究グループでも、低酸素環境下での
スプリントトレーニングが無酸素性パフォーマン
スや骨格筋内のエネルギー基質に及ぼす影響に焦
点をあて研究を継続してきた。その結果、中程度の
低酸素環境（酸素濃度14.5%）で行う週2回4週間の
スプリントトレーニングは通常酸素環境で行う同
一のトレーニングに比較して、間欠的ペダリング
テスト（7秒全力ペダリング x 10セット、セット間
30秒）におけるパワー発揮を有意に増加させるこ

とが明らかになった。また、特徴的な点として、低
酸素群では1セット目のペダリング時の発揮パ
ワーの大きな増加が認められた（Kasai  e t  a l .  
Springerplus, 2015）。この結果は、低酸素環境での
スプリントトレーニングは、数秒間で完結する短
時間・高強度運動時の発揮パワーを向上させるこ
とを示している。そこで、陸上競技短距離選手を対
象に6日間の低酸素スプリントトレーニングの効
果を検討した結果、大腿部の骨格筋クレアチンリ
ン酸量（リン磁気共鳴分光法により測定）の有意な
増加が認められた。また、同様の5日間の低酸素ス
プリントトレーニングで低酸素群でのみ10秒間
全力ペダリングや間欠的ペダリングテストにおけ
る発揮パワーの有意な増加が確認された（Kasai et 
al. ACSM 2015）。
　サラブレッドの競馬は1~3分間の運動なので、
明らかに数秒間で終わるようなスプリントレース
ではない。しかし、そのような競馬においても、ス
タートダッシュを決めて、いいポジションを取る
ことはレースを優位に進めていく上で重要である
上に、運動中に利用するエネルギーの20~30%は
無酸素性エネルギーでまかなわれている。そのた
め、サラブレッドにおいても、スプリントパフォー
マンスの向上は、レースパフォーマンスの向上に
つながると考えられる。サラブレッドが低酸素ス
プリントトレーニングを行うには、トレッドミル
上でマスクを装着し、上流から大量の窒素を流し
ながら走行する、もしくは低酸素ルーム内のト
レッドミルを走行する必要があるが、今後検討し
ていく価値があるトレーニングメニューであると
考えられる。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた持久的運動ト
レーニングが骨格筋適応に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的運動トレーニング後の骨格筋ではミトコ
ンドリアが増加し、有酸素性代謝能力が亢進する。
ミトコンドリア生合成を担う転写因子には概日リ
ズムが存在し、これには時計遺伝子が関与する。こ
のことを踏まえると、トレーニングを実施するタ
イミングがトレーニング効果に影響を及ぼすこと
が考えられる。しかし、時計遺伝子の発現リズムに

基づくトレーニングが骨格筋適応に及ぼす影響に
ついては不明である。
　そこで、時計遺伝子発現リズムに基づくトレー
ニングが骨格筋適応に及ぼす影響について検討す
るため、Wister系雄性ラットを用いて実験を行っ
た。主要時計遺伝子であるPeriod2遺伝子の発現量
がピーク（20:00）とボトム（8:00）を示すタイミン
グに、週5日x 9週間のトレッドミルトレーニング
を実施した。トレーニング期間終了後、腓腹筋深層
部位のミトコンドリアタンパク質（Cytochrome c, 
COX IV）発現量をウェスタンブロッティング法に
よって測定した。
　9週間のトレーニングによって、いずれのト
レーニング群も対照群と比較して、ミトコンドリ
アタンパク質が有意に増加した。さらに、Period2
遺伝子発現量のピーク時におけるトレーニングは
ミトコンドリアタンパク質をより増加させる傾向
を示した。これらの結果から、トレーニングの実施
タイミングの違いが骨格筋適応に影響を及ぼす可
能性が示唆された。
　競走馬においては、慣習的に早朝にトレーニン
グが実施されている。夏季に早朝の涼しい時間帯
に調教を行うメリットは想像がつくが、冬季に寒
い中、照明をつけながらトレーニングする意義は
見出しにくい（土日に関しては、競馬出走馬を輸送
する前に、他の馬の調教を終わらせたいという事
情は現実問題として存在する）。しかし、上記のよ
うなトレーニングの実施タイミングによる骨格筋
適応の違いがあることや、多くのレースが実施さ
れる時間帯（午後）にトレーニングをして、体内時
計を調整するという観点からも、調教を実施する
時間帯に関しては再考が必要なのではないだろう
か。

（向井和隆）

○一過性の低・高濃度酸素刺激が毛細血管新生に
及ぼす影響

岡部一馬ら（山口大学）
　低酸素下で活性化するとされている低酸素誘導
因子（HIF-1α）は血管新生において中心的な役割
を果たす血管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の転写
を促進することが知られている。しかし、一過性の

低酸素刺激が毛細血管に与える影響に関するIn 
Vivoでの検討は十分ではなく、加えて、高酸素刺激
の影響についてもほとんど検討されていない。本
研究は一過性の低または高酸素刺激下で運動させ
たサラブレッドの各種mRNA発現量と毛細血管密
度の変化を評価することを目的とした。サラブ
レッド種、成馬６頭に対して、トレッドミル上で低
酸素（16%）通常酸素（21%）、または高酸素（26%）
を吸引させながら運動負荷試験を行い、運動の直
前から断続的に運動７日後までニードルバイオプ
シー法により中殿筋の微量サンプルを採取した。
各サンプルについて免疫組織化学およびリアルタ
イムRT-PCR法による分析を行った。結果、mRNA
発現量は、低酸素条件においてインターロイキン
6の4時間後、血管新生に関わるとされる肝細胞増
殖因子や血管内皮細胞増殖因子受容体および
HIF-1αの3日後に大きな増加が認められた。一方、
PGC-1αおよびVEGF-Aは一度増加した後1日以
降、有意な減少を示した。組織化学染色による筋線
維組成、筋線維面積、筋核数、中心核数、サテライト
セル数、毛細血管密度はそれぞれの酸素条件、運動
の前後で違いは認められなかった。筋は低酸素条
件では解糖的代謝に、高酸素条件では酸化的代謝
に依存することがわかり、低酸素条件において最
大酸素摂取量が減少するという先行研究と一致し
た。さらに、PGC-1αのmRNA発現量は運動後に変
化し、低酸素条件下では増加しにくく、高酸素条件
下でより増加しやすいことからPGC-1αは酸素濃
度と酸素摂取量の両方の影響を受ける可能性が示
唆された。VEGF-AのmRNA発現量の増減はPGC-1
αの発現量と同じような結果を示す傾向があり、
実際にPGC-1αはVEGFの発現量を調節するとい
う先行研究も存在する。従って、VEGF-Aは酸素濃
度を変化させた一過性の運動において、PGC-1α
の影響を受けている可能性があると推測される。

○低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の有
酸素性能力を向上させるか

長久　広ら（山口大学）
　低酸素トレーニングは、有酸素性能力の向上を
目的として行われるが、その具体的な効果や機序
については不明な点が多い。本研究では、低酸素ま

たは常酸素におけるトレーニング前後に生じる変
化を、免疫組織化学的染色およびリアルタイム
RT-PCR法を用いて比較・検討する。低酸素または
常酸素でサラブレッド種、成馬8頭に4週間のト
レーニングを行わせ、その前後に常酸素での漸増
負荷試験を行った。漸増負荷試験の直前から断続
的に運動7日後までの中殿筋サンプルをニードル
バイオプシー法によって経時的に採取した。リア
ルタイムRT-PCR法を用いて、毛細血管新生関連因
子やサテライトセルの増殖・分化に関わる因子の
mRNA発現量を相対的に定量した。さらに、免疫組
織化学的染色によって毛細血管数やサテライトセ
ル数等を測定した。結果、低酸素トレーニングの効
果として、有意な最大酸素摂取量の増加が確認さ
れた。同時に単位面積当たりの毛細血管数が増加
した。毛細血管数の増加は、高い心拍出量によって
血流が増加したことにより、せん断応力が高まり、
一酸化窒素の放出を促したことに起因するかもし
れない。また、mRNA発現量は血管新生に関わると
される肝細胞増殖因子や血管内皮細胞増殖因子

（VEGF-A）、低酸素誘導因子（HIF-1α）などにおい
て有意に増加した。これらのことから、低酸素ト
レーニングは、心拍出量の増加と血管新生によっ
て有酸素性能力を向上させる可能性が考えられ
た。
　運動科学研究室の委託で行われている上記2題
は、低酸素下における運動が短期的または、長期的
にどのような変化をもたらすのかという発表で
あった。PGC-1αは、筋に対する酸素供給量に依存
して変化が認められ、低酸素トレーニングによる
最大酸素摂取量の増加の直接的な原因でない可能
性があると考えられた。また、VEGF-Aの増加は最
大酸素摂取量の増加要因としては妥当な結果と考
えられるが、筋内のエネルギー産生を増加させて
いるメカニズムについては検討されておらず、今
後の検討が待たれるところである。

○陸上競技短距離選手における短距離の低酸素ト
レーニングが骨格筋エネルギー基質量に及ぼす影響

笠井信一ら（立命館大学）
　先行研究では、４週間の低酸素トレーニングは
通常酸素環境でのトレーニングに比較して、最大

無酸素パワーを大きく増加させることが報告され
ている。そこで、低酸素環境で行う５日間の高強度
トレーニングが、運動パフォーマンスおよび骨格
筋エネルギー基質量におよぼす影響を明らかにす
ることを目的として実験を行った。方法は陸上競
技短距離選手男性19名を低酸素群(10名、酸素濃
度:14.5%）と通常酸素群(9名、酸素濃度:20.9%)に
群分けを行い、それぞれの環境下で5日間連続で
のスプリントトレーニングを実施した。トレーニ
ング期間前後に、全力ペダリングテストおよび最
大酸素摂取量テストを実施した。また、磁気共鳴分
光法を用い、筋クレアチンリン酸量およびグリ
コーゲン量を測定した。結果、10秒間全力ペダリ
ングおよび間欠的ペダリングテストにおける発揮
パワーは、いずれも低酸素群でのみトレーニング
後に有意に増加した。(p＜0.05)。筋クレアチンリ
ン酸量およびグリコーゲン量は両群ともに有意に
増加し(p＜0.05)、群間での有意差はみられなかっ
た。これらのことから、低酸素環境での高強度ト
レーニングは通常酸素環境でのトレーニングに比
較して、スプリントパフォーマンスを向上させる
ことが明らかとなった。一方、このことに筋クレア
チンリン酸およびグリコーゲン量の増加は関連し
ていないと考えられた。
　低酸素トレーニングが有酸素運動能力だけでな
く、スプリント系の短時間の運動能力をも向上さ
せる事が示されており、競走馬のように比較的短
時間の競技を行う動物については低酸素トレーニ
ングが有効であり、応用可能なトレーニングであ
ることを示しているものと考えられる。人におい
ては磁気共鳴分光法を用いた非侵襲的な筋クレア
チンリン酸量およびグリコーゲン量の測定方法が
確立され様々な研究に用いられるようになってき
ているが、今回の実験のように短時間のパフォー
マンスには筋クレアチンリン酸量およびグリコー
ゲン量が関連しないことは、競走馬も同様である
可能性が高いものと考えられた。

（大村　一）

○大腿四頭筋肉離れ損傷既往者の支配神経伝導速
度は低下していた

鴻崎香里奈（日本体育大学）

　筆者らは先行研究において伸張性収縮誘発性筋
損傷を導入した際、支配神経が損傷する運動誘発
性神経損傷を、つまり過度にエキセントリックな
負荷をかけた筋肉では支配神経の伝導速度が低下
することを報告している。また、伸張性収縮は肉離
れ損傷の主な誘因とされており、ハムストリング
ス肉離れ損傷既往者においても支配神経伝導速度
の有意な低下を確認している。本研究では大腿四
頭筋でもハムストリングス同様の現象（大腿四頭
筋の支配神経である大腿神経伝導速度の低下）が
確認されるかを検証した。
　対象は大腿四頭筋肉離れ損傷既往者5名で、大
腿神経伝導速度の測定を実施した。測定は、8の字
コイルを用いてパルス磁気刺激（1.6-1.8 T）を大腿
神経に課し、大腿四頭筋のM波（神経刺激した時
に、その支配筋に現れる活動電位）を導出し、神経
伝導速度を求めた。
　大腿四頭筋肉離れ損傷既往者における損傷側の
伝導速度（26.9 m/s）は非損傷側(46.9 m/s)と比較
して有意に低値を示しており、患肢における神経
速度の低下は全症例で認められた。なお、健常者に
おいての神経伝導速度の左右差は確認されなかっ
た。
　以上のことから、ハムストリングス肉離れ損傷
既往者と同様に、大腿四頭筋肉離れ損傷既往者に
おいても神経伝導速度の低下が観察された。この
結果より、肉離れ損傷時には筋のみならず支配神
経の損傷が（その仕組みは不明であるが）筋肉の損
傷から神経伝導の遅延へと逆行性に誘発され、肉
離れ損傷後に散見される神経―筋の不調和や再受
傷は支配神経の機能欠損に起因する可能性が考え
られた。
　ウマにおいても、蹄尖踏着するような重度の筋
痛を示しているような症例では神経速度の低下が
みられる可能性がある。これを利用すれば、筋損傷
の程度や調教開始までに要する時間が分かるかも
しれない。

○足床間インタラクションと膝関節複合ストレス
の時間的変遷　―かかと接地直後の高頻度は膝外
反内旋複合ストレス発生―

小笠原一生（大阪大学）

　膝の前十字靭帯損傷は膝に外反および内旋スト
レスが同時にかかった時に発生すると考えられて
いるが、どのような足床間のインタラクションが
この複合負荷を高頻度に生じさせるかは不明であ
る。本研究では、足部接地パターンの違いが外反内
旋複合ストレスの発生頻度およびその経時的変化
に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　健常成人女性20名を対象として2条件のサイド
カットを実施した。サイドカットとはサッカーや
バスケットのフェイント動作でみられるような足
の動きで、接地した脚の反対側に進行方向を変更
する方法である。2条件のサイドカット（前足部接
地条件および後足部接地条件）を実施し、膝に作用
した外モーメントを算出した。
　後足部接地条件では、接地直後に外反内旋複合
ストレス発生が有意に高頻度であった（前足部着
地vs後足部接地：33% vs 80%）。一方、同条件下で
荷重が前足部に移る接地後期では、発生頻度は前
足部接地条件と同程度(25% vs 24%)であった。
　後足部接地は外反内旋を接地直後に高頻度に生
じさせた。前十字靭帯損傷は接地後50ミリ秒以下
で生じ始めることが報告されていることから、接
地直後に高頻度に外反内旋ストレスを複合させる
後足部着地は前十字靭帯損傷のリスクを高める可
能性がある。このことから、床との接地を前足部で
行えば、外反内旋が複合する確率を減らすことが
でき、リスクの軽減につながると考えられた。ま
た、筆者らの考えでは、選手自身がコントロールし
ている状況とそうでない状況では後部着地時のリ
スクは異なる（後者の方が圧倒的に高い）というこ
とであった。
　競走馬の場合でも何か咄嗟の動き（競走中止し
たウマを避けるなど）をしたときの着地パターン
を解析できれば、球節や腕節にかかる力の理解も
進むかもしれない。

○輻射熱が暑熱環境下の持久性パフォーマンスと
体温調節に及ぼす影響

大谷秀憲（姫路獨協大学）
　ヒトの運動能力は、外部環境の影響を強く受け
ることが知られている。特に温熱環境下では気温、
気流、湿度、輻射熱が挙げられる。このうち輻射熱

以外の3要素はパフォーマンスに大きく影響する
ことが報告されているが、輻射熱に関してはあま
り知られていない。そこで筆者らは輻射熱の違い
が温熱環境下での持久性パフォーマンスと体温調
節反応に及ぼす影響について検討した。
　被験者は健康な男性8名だった。実験は室温
30℃、湿度50%に設定された人工気象室内で70% 
VO2max強度の自転車エルゴメータ運動をオール
アウトに到達するまで実施した。輻射熱の条件は、
800 W/㎡、500 W/㎡、250 W/㎡および0 W/㎡の
4条件とした。
　運動継続時間は800 W/㎡(23±4分)が他3条件

（500 W/㎡; 30±7分、250 W/㎡; 43±10分、0 
W/㎡;46±10分）よりも有意な低値を示し、500 
W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡よりも有意に低かっ
た。平均皮膚温は800 W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡
よりも有意に高く、500 W/㎡が0 W/㎡よりも有
意に高かった。蓄熱量（外来熱量＋産生熱量－放熱
量）は800 W/㎡が他の3条件よりも有意な高値を

示した。直腸温、発汗量、心拍数、皮膚血管コンダク
タンスおよび循環血漿量は条件間に差は認められ
なかった。
　以上から輻射熱がパフォーマンスに影響するこ
とが明らかとなった。直腸温や発汗量に条件間で
有意な差は認められなかったが、蓄熱量がパ
フォーマンスに影響を及ぼしていることが考えら
れた。
　競走馬において蓄熱量が低いと思われる芦毛お
よび白毛が夏のレースに活躍するかと言われる
と、本発表の条件に比較して運動時間がかなり短
いため同じ結果が出るかは不明だが、エンデュラ
ンス競技のような長い時間労役が生じる競技では
蓄熱量がパフォーマンスに影響を及ぼしている可
能性は十分にあると考えられた。

（高橋佑治）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　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だけであり、さらに日
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。
　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
る。研究者自身もトレーニングにいそしんでいる
参加者も多く、学会最終日の朝には持久走大会が
開かれている学会大会である。

○常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマの
パフォーマンスと有酸素能力を向上させる

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】ヒトでは以前から低酸素トレーニングが取
り入れられているが、ウマでは元々運動中の赤血
球数が多いことなどから、低酸素トレーニングの
効果が疑問視されていることもあり、報告がない。

【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングがウ

マの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響を
調べる。

【方法】クロスオーバーデザイン（各試験の間隔は
4ヶ月）で、8頭のサラブレッドを低酸素（H, 15%）
群と常酸素（N, 21%）群に分け、週3回・4週間ト
レーニングした。トレーニング前後に常酸素下で
トレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オール
ア ウ ト ま で の 走 行 時 間 、最 大 酸 素 摂 取 量

（VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定した。
各トレーニングでは、両群とも常酸素下で算出し
た100%  VO2max強度で2分間走行させた。

【結果】H群はN群に比べ、走行時間、VO2max、オー
ルアウト時の心拍出量および1回拍出量が増加し
た（P<0.05）。血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達すると
きの速度、動静脈酸素含量較差およびヘモグロビ
ン濃度は両群間に差はなかった。

【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングに
よって、ウマのパフォーマンスおよび有酸素能力
が向上した。
　発表に対して、「トレーニング後にランニングエ
コノミーは変わったのか？」という質問があった。
ヒトの低酸素トレーニングでは、あまり顕著な最

大酸素摂取量の増加は認められず、その代わりに
効率的に走行できる（つまりランニングエコノ
ミーが改善する）ようになって、運動パフォーマン
スが向上するという報告が多い。しかし、サラブ
レッドの場合、トレーニングを継続していくにつ
れて、どんどんウマのテンションが上がっていき、
トレッドミル漸増負荷試験の際も、試験前半の遅
いスピードのステップで掛かりながら走ってしま
うことがしばしばある。そのため、ヒトとは異な
り、ランニングエコノミーを適正に評価すること
は難しいことを伝えた。

○低酸素環境でのスプリントトレーニング
後藤一成（立命館大学）

　室内の酸素濃度を減じた状態でトレーニングを
行う低酸素トレーニングは、主に持久性競技種目
のアスリートにおける有酸素性パフォーマンス改
善を狙いとして活用されてきた。これに対して近
年、無酸素性パフォーマンスの改善に対する効果
が注目されている。
　演者らの研究グループでも、低酸素環境下での
スプリントトレーニングが無酸素性パフォーマン
スや骨格筋内のエネルギー基質に及ぼす影響に焦
点をあて研究を継続してきた。その結果、中程度の
低酸素環境（酸素濃度14.5%）で行う週2回4週間の
スプリントトレーニングは通常酸素環境で行う同
一のトレーニングに比較して、間欠的ペダリング
テスト（7秒全力ペダリング x 10セット、セット間
30秒）におけるパワー発揮を有意に増加させるこ

とが明らかになった。また、特徴的な点として、低
酸素群では1セット目のペダリング時の発揮パ
ワーの大きな増加が認められた（Kasai  e t  a l .  
Springerplus, 2015）。この結果は、低酸素環境での
スプリントトレーニングは、数秒間で完結する短
時間・高強度運動時の発揮パワーを向上させるこ
とを示している。そこで、陸上競技短距離選手を対
象に6日間の低酸素スプリントトレーニングの効
果を検討した結果、大腿部の骨格筋クレアチンリ
ン酸量（リン磁気共鳴分光法により測定）の有意な
増加が認められた。また、同様の5日間の低酸素ス
プリントトレーニングで低酸素群でのみ10秒間
全力ペダリングや間欠的ペダリングテストにおけ
る発揮パワーの有意な増加が確認された（Kasai et 
al. ACSM 2015）。
　サラブレッドの競馬は1~3分間の運動なので、
明らかに数秒間で終わるようなスプリントレース
ではない。しかし、そのような競馬においても、ス
タートダッシュを決めて、いいポジションを取る
ことはレースを優位に進めていく上で重要である
上に、運動中に利用するエネルギーの20~30%は
無酸素性エネルギーでまかなわれている。そのた
め、サラブレッドにおいても、スプリントパフォー
マンスの向上は、レースパフォーマンスの向上に
つながると考えられる。サラブレッドが低酸素ス
プリントトレーニングを行うには、トレッドミル
上でマスクを装着し、上流から大量の窒素を流し
ながら走行する、もしくは低酸素ルーム内のト
レッドミルを走行する必要があるが、今後検討し
ていく価値があるトレーニングメニューであると
考えられる。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた持久的運動ト
レーニングが骨格筋適応に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的運動トレーニング後の骨格筋ではミトコ
ンドリアが増加し、有酸素性代謝能力が亢進する。
ミトコンドリア生合成を担う転写因子には概日リ
ズムが存在し、これには時計遺伝子が関与する。こ
のことを踏まえると、トレーニングを実施するタ
イミングがトレーニング効果に影響を及ぼすこと
が考えられる。しかし、時計遺伝子の発現リズムに

基づくトレーニングが骨格筋適応に及ぼす影響に
ついては不明である。
　そこで、時計遺伝子発現リズムに基づくトレー
ニングが骨格筋適応に及ぼす影響について検討す
るため、Wister系雄性ラットを用いて実験を行っ
た。主要時計遺伝子であるPeriod2遺伝子の発現量
がピーク（20:00）とボトム（8:00）を示すタイミン
グに、週5日x 9週間のトレッドミルトレーニング
を実施した。トレーニング期間終了後、腓腹筋深層
部位のミトコンドリアタンパク質（Cytochrome c, 
COX IV）発現量をウェスタンブロッティング法に
よって測定した。
　9週間のトレーニングによって、いずれのト
レーニング群も対照群と比較して、ミトコンドリ
アタンパク質が有意に増加した。さらに、Period2
遺伝子発現量のピーク時におけるトレーニングは
ミトコンドリアタンパク質をより増加させる傾向
を示した。これらの結果から、トレーニングの実施
タイミングの違いが骨格筋適応に影響を及ぼす可
能性が示唆された。
　競走馬においては、慣習的に早朝にトレーニン
グが実施されている。夏季に早朝の涼しい時間帯
に調教を行うメリットは想像がつくが、冬季に寒
い中、照明をつけながらトレーニングする意義は
見出しにくい（土日に関しては、競馬出走馬を輸送
する前に、他の馬の調教を終わらせたいという事
情は現実問題として存在する）。しかし、上記のよ
うなトレーニングの実施タイミングによる骨格筋
適応の違いがあることや、多くのレースが実施さ
れる時間帯（午後）にトレーニングをして、体内時
計を調整するという観点からも、調教を実施する
時間帯に関しては再考が必要なのではないだろう
か。

（向井和隆）

○一過性の低・高濃度酸素刺激が毛細血管新生に
及ぼす影響

岡部一馬ら（山口大学）
　低酸素下で活性化するとされている低酸素誘導
因子（HIF-1α）は血管新生において中心的な役割
を果たす血管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の転写
を促進することが知られている。しかし、一過性の

低酸素刺激が毛細血管に与える影響に関するIn 
Vivoでの検討は十分ではなく、加えて、高酸素刺激
の影響についてもほとんど検討されていない。本
研究は一過性の低または高酸素刺激下で運動させ
たサラブレッドの各種mRNA発現量と毛細血管密
度の変化を評価することを目的とした。サラブ
レッド種、成馬６頭に対して、トレッドミル上で低
酸素（16%）通常酸素（21%）、または高酸素（26%）
を吸引させながら運動負荷試験を行い、運動の直
前から断続的に運動７日後までニードルバイオプ
シー法により中殿筋の微量サンプルを採取した。
各サンプルについて免疫組織化学およびリアルタ
イムRT-PCR法による分析を行った。結果、mRNA
発現量は、低酸素条件においてインターロイキン
6の4時間後、血管新生に関わるとされる肝細胞増
殖因子や血管内皮細胞増殖因子受容体および
HIF-1αの3日後に大きな増加が認められた。一方、
PGC-1αおよびVEGF-Aは一度増加した後1日以
降、有意な減少を示した。組織化学染色による筋線
維組成、筋線維面積、筋核数、中心核数、サテライト
セル数、毛細血管密度はそれぞれの酸素条件、運動
の前後で違いは認められなかった。筋は低酸素条
件では解糖的代謝に、高酸素条件では酸化的代謝
に依存することがわかり、低酸素条件において最
大酸素摂取量が減少するという先行研究と一致し
た。さらに、PGC-1αのmRNA発現量は運動後に変
化し、低酸素条件下では増加しにくく、高酸素条件
下でより増加しやすいことからPGC-1αは酸素濃
度と酸素摂取量の両方の影響を受ける可能性が示
唆された。VEGF-AのmRNA発現量の増減はPGC-1
αの発現量と同じような結果を示す傾向があり、
実際にPGC-1αはVEGFの発現量を調節するとい
う先行研究も存在する。従って、VEGF-Aは酸素濃
度を変化させた一過性の運動において、PGC-1α
の影響を受けている可能性があると推測される。

○低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の有
酸素性能力を向上させるか

長久　広ら（山口大学）
　低酸素トレーニングは、有酸素性能力の向上を
目的として行われるが、その具体的な効果や機序
については不明な点が多い。本研究では、低酸素ま

たは常酸素におけるトレーニング前後に生じる変
化を、免疫組織化学的染色およびリアルタイム
RT-PCR法を用いて比較・検討する。低酸素または
常酸素でサラブレッド種、成馬8頭に4週間のト
レーニングを行わせ、その前後に常酸素での漸増
負荷試験を行った。漸増負荷試験の直前から断続
的に運動7日後までの中殿筋サンプルをニードル
バイオプシー法によって経時的に採取した。リア
ルタイムRT-PCR法を用いて、毛細血管新生関連因
子やサテライトセルの増殖・分化に関わる因子の
mRNA発現量を相対的に定量した。さらに、免疫組
織化学的染色によって毛細血管数やサテライトセ
ル数等を測定した。結果、低酸素トレーニングの効
果として、有意な最大酸素摂取量の増加が確認さ
れた。同時に単位面積当たりの毛細血管数が増加
した。毛細血管数の増加は、高い心拍出量によって
血流が増加したことにより、せん断応力が高まり、
一酸化窒素の放出を促したことに起因するかもし
れない。また、mRNA発現量は血管新生に関わると
される肝細胞増殖因子や血管内皮細胞増殖因子

（VEGF-A）、低酸素誘導因子（HIF-1α）などにおい
て有意に増加した。これらのことから、低酸素ト
レーニングは、心拍出量の増加と血管新生によっ
て有酸素性能力を向上させる可能性が考えられ
た。
　運動科学研究室の委託で行われている上記2題
は、低酸素下における運動が短期的または、長期的
にどのような変化をもたらすのかという発表で
あった。PGC-1αは、筋に対する酸素供給量に依存
して変化が認められ、低酸素トレーニングによる
最大酸素摂取量の増加の直接的な原因でない可能
性があると考えられた。また、VEGF-Aの増加は最
大酸素摂取量の増加要因としては妥当な結果と考
えられるが、筋内のエネルギー産生を増加させて
いるメカニズムについては検討されておらず、今
後の検討が待たれるところである。

○陸上競技短距離選手における短距離の低酸素ト
レーニングが骨格筋エネルギー基質量に及ぼす影響

笠井信一ら（立命館大学）
　先行研究では、４週間の低酸素トレーニングは
通常酸素環境でのトレーニングに比較して、最大

無酸素パワーを大きく増加させることが報告され
ている。そこで、低酸素環境で行う５日間の高強度
トレーニングが、運動パフォーマンスおよび骨格
筋エネルギー基質量におよぼす影響を明らかにす
ることを目的として実験を行った。方法は陸上競
技短距離選手男性19名を低酸素群(10名、酸素濃
度:14.5%）と通常酸素群(9名、酸素濃度:20.9%)に
群分けを行い、それぞれの環境下で5日間連続で
のスプリントトレーニングを実施した。トレーニ
ング期間前後に、全力ペダリングテストおよび最
大酸素摂取量テストを実施した。また、磁気共鳴分
光法を用い、筋クレアチンリン酸量およびグリ
コーゲン量を測定した。結果、10秒間全力ペダリ
ングおよび間欠的ペダリングテストにおける発揮
パワーは、いずれも低酸素群でのみトレーニング
後に有意に増加した。(p＜0.05)。筋クレアチンリ
ン酸量およびグリコーゲン量は両群ともに有意に
増加し(p＜0.05)、群間での有意差はみられなかっ
た。これらのことから、低酸素環境での高強度ト
レーニングは通常酸素環境でのトレーニングに比
較して、スプリントパフォーマンスを向上させる
ことが明らかとなった。一方、このことに筋クレア
チンリン酸およびグリコーゲン量の増加は関連し
ていないと考えられた。
　低酸素トレーニングが有酸素運動能力だけでな
く、スプリント系の短時間の運動能力をも向上さ
せる事が示されており、競走馬のように比較的短
時間の競技を行う動物については低酸素トレーニ
ングが有効であり、応用可能なトレーニングであ
ることを示しているものと考えられる。人におい
ては磁気共鳴分光法を用いた非侵襲的な筋クレア
チンリン酸量およびグリコーゲン量の測定方法が
確立され様々な研究に用いられるようになってき
ているが、今回の実験のように短時間のパフォー
マンスには筋クレアチンリン酸量およびグリコー
ゲン量が関連しないことは、競走馬も同様である
可能性が高いものと考えられた。

（大村　一）

○大腿四頭筋肉離れ損傷既往者の支配神経伝導速
度は低下していた

鴻崎香里奈（日本体育大学）

　筆者らは先行研究において伸張性収縮誘発性筋
損傷を導入した際、支配神経が損傷する運動誘発
性神経損傷を、つまり過度にエキセントリックな
負荷をかけた筋肉では支配神経の伝導速度が低下
することを報告している。また、伸張性収縮は肉離
れ損傷の主な誘因とされており、ハムストリング
ス肉離れ損傷既往者においても支配神経伝導速度
の有意な低下を確認している。本研究では大腿四
頭筋でもハムストリングス同様の現象（大腿四頭
筋の支配神経である大腿神経伝導速度の低下）が
確認されるかを検証した。
　対象は大腿四頭筋肉離れ損傷既往者5名で、大
腿神経伝導速度の測定を実施した。測定は、8の字
コイルを用いてパルス磁気刺激（1.6-1.8 T）を大腿
神経に課し、大腿四頭筋のM波（神経刺激した時
に、その支配筋に現れる活動電位）を導出し、神経
伝導速度を求めた。
　大腿四頭筋肉離れ損傷既往者における損傷側の
伝導速度（26.9 m/s）は非損傷側(46.9 m/s)と比較
して有意に低値を示しており、患肢における神経
速度の低下は全症例で認められた。なお、健常者に
おいての神経伝導速度の左右差は確認されなかっ
た。
　以上のことから、ハムストリングス肉離れ損傷
既往者と同様に、大腿四頭筋肉離れ損傷既往者に
おいても神経伝導速度の低下が観察された。この
結果より、肉離れ損傷時には筋のみならず支配神
経の損傷が（その仕組みは不明であるが）筋肉の損
傷から神経伝導の遅延へと逆行性に誘発され、肉
離れ損傷後に散見される神経―筋の不調和や再受
傷は支配神経の機能欠損に起因する可能性が考え
られた。
　ウマにおいても、蹄尖踏着するような重度の筋
痛を示しているような症例では神経速度の低下が
みられる可能性がある。これを利用すれば、筋損傷
の程度や調教開始までに要する時間が分かるかも
しれない。

○足床間インタラクションと膝関節複合ストレス
の時間的変遷　―かかと接地直後の高頻度は膝外
反内旋複合ストレス発生―

小笠原一生（大阪大学）

　膝の前十字靭帯損傷は膝に外反および内旋スト
レスが同時にかかった時に発生すると考えられて
いるが、どのような足床間のインタラクションが
この複合負荷を高頻度に生じさせるかは不明であ
る。本研究では、足部接地パターンの違いが外反内
旋複合ストレスの発生頻度およびその経時的変化
に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　健常成人女性20名を対象として2条件のサイド
カットを実施した。サイドカットとはサッカーや
バスケットのフェイント動作でみられるような足
の動きで、接地した脚の反対側に進行方向を変更
する方法である。2条件のサイドカット（前足部接
地条件および後足部接地条件）を実施し、膝に作用
した外モーメントを算出した。
　後足部接地条件では、接地直後に外反内旋複合
ストレス発生が有意に高頻度であった（前足部着
地vs後足部接地：33% vs 80%）。一方、同条件下で
荷重が前足部に移る接地後期では、発生頻度は前
足部接地条件と同程度(25% vs 24%)であった。
　後足部接地は外反内旋を接地直後に高頻度に生
じさせた。前十字靭帯損傷は接地後50ミリ秒以下
で生じ始めることが報告されていることから、接
地直後に高頻度に外反内旋ストレスを複合させる
後足部着地は前十字靭帯損傷のリスクを高める可
能性がある。このことから、床との接地を前足部で
行えば、外反内旋が複合する確率を減らすことが
でき、リスクの軽減につながると考えられた。ま
た、筆者らの考えでは、選手自身がコントロールし
ている状況とそうでない状況では後部着地時のリ
スクは異なる（後者の方が圧倒的に高い）というこ
とであった。
　競走馬の場合でも何か咄嗟の動き（競走中止し
たウマを避けるなど）をしたときの着地パターン
を解析できれば、球節や腕節にかかる力の理解も
進むかもしれない。

○輻射熱が暑熱環境下の持久性パフォーマンスと
体温調節に及ぼす影響

大谷秀憲（姫路獨協大学）
　ヒトの運動能力は、外部環境の影響を強く受け
ることが知られている。特に温熱環境下では気温、
気流、湿度、輻射熱が挙げられる。このうち輻射熱

以外の3要素はパフォーマンスに大きく影響する
ことが報告されているが、輻射熱に関してはあま
り知られていない。そこで筆者らは輻射熱の違い
が温熱環境下での持久性パフォーマンスと体温調
節反応に及ぼす影響について検討した。
　被験者は健康な男性8名だった。実験は室温
30℃、湿度50%に設定された人工気象室内で70% 
VO2max強度の自転車エルゴメータ運動をオール
アウトに到達するまで実施した。輻射熱の条件は、
800 W/㎡、500 W/㎡、250 W/㎡および0 W/㎡の
4条件とした。
　運動継続時間は800 W/㎡(23±4分)が他3条件

（500 W/㎡; 30±7分、250 W/㎡; 43±10分、0 
W/㎡;46±10分）よりも有意な低値を示し、500 
W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡よりも有意に低かっ
た。平均皮膚温は800 W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡
よりも有意に高く、500 W/㎡が0 W/㎡よりも有
意に高かった。蓄熱量（外来熱量＋産生熱量－放熱
量）は800 W/㎡が他の3条件よりも有意な高値を

示した。直腸温、発汗量、心拍数、皮膚血管コンダク
タンスおよび循環血漿量は条件間に差は認められ
なかった。
　以上から輻射熱がパフォーマンスに影響するこ
とが明らかとなった。直腸温や発汗量に条件間で
有意な差は認められなかったが、蓄熱量がパ
フォーマンスに影響を及ぼしていることが考えら
れた。
　競走馬において蓄熱量が低いと思われる芦毛お
よび白毛が夏のレースに活躍するかと言われる
と、本発表の条件に比較して運動時間がかなり短
いため同じ結果が出るかは不明だが、エンデュラ
ンス競技のような長い時間労役が生じる競技では
蓄熱量がパフォーマンスに影響を及ぼしている可
能性は十分にあると考えられた。

（高橋佑治）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　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だけであり、さらに日
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。
　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
る。研究者自身もトレーニングにいそしんでいる
参加者も多く、学会最終日の朝には持久走大会が
開かれている学会大会である。

○常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマの
パフォーマンスと有酸素能力を向上させる

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】ヒトでは以前から低酸素トレーニングが取
り入れられているが、ウマでは元々運動中の赤血
球数が多いことなどから、低酸素トレーニングの
効果が疑問視されていることもあり、報告がない。

【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングがウ

マの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響を
調べる。

【方法】クロスオーバーデザイン（各試験の間隔は
4ヶ月）で、8頭のサラブレッドを低酸素（H, 15%）
群と常酸素（N, 21%）群に分け、週3回・4週間ト
レーニングした。トレーニング前後に常酸素下で
トレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オール
ア ウ ト ま で の 走 行 時 間 、最 大 酸 素 摂 取 量

（VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定した。
各トレーニングでは、両群とも常酸素下で算出し
た100%  VO2max強度で2分間走行させた。

【結果】H群はN群に比べ、走行時間、VO2max、オー
ルアウト時の心拍出量および1回拍出量が増加し
た（P<0.05）。血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達すると
きの速度、動静脈酸素含量較差およびヘモグロビ
ン濃度は両群間に差はなかった。

【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングに
よって、ウマのパフォーマンスおよび有酸素能力
が向上した。
　発表に対して、「トレーニング後にランニングエ
コノミーは変わったのか？」という質問があった。
ヒトの低酸素トレーニングでは、あまり顕著な最

大酸素摂取量の増加は認められず、その代わりに
効率的に走行できる（つまりランニングエコノ
ミーが改善する）ようになって、運動パフォーマン
スが向上するという報告が多い。しかし、サラブ
レッドの場合、トレーニングを継続していくにつ
れて、どんどんウマのテンションが上がっていき、
トレッドミル漸増負荷試験の際も、試験前半の遅
いスピードのステップで掛かりながら走ってしま
うことがしばしばある。そのため、ヒトとは異な
り、ランニングエコノミーを適正に評価すること
は難しいことを伝えた。

○低酸素環境でのスプリントトレーニング
後藤一成（立命館大学）

　室内の酸素濃度を減じた状態でトレーニングを
行う低酸素トレーニングは、主に持久性競技種目
のアスリートにおける有酸素性パフォーマンス改
善を狙いとして活用されてきた。これに対して近
年、無酸素性パフォーマンスの改善に対する効果
が注目されている。
　演者らの研究グループでも、低酸素環境下での
スプリントトレーニングが無酸素性パフォーマン
スや骨格筋内のエネルギー基質に及ぼす影響に焦
点をあて研究を継続してきた。その結果、中程度の
低酸素環境（酸素濃度14.5%）で行う週2回4週間の
スプリントトレーニングは通常酸素環境で行う同
一のトレーニングに比較して、間欠的ペダリング
テスト（7秒全力ペダリング x 10セット、セット間
30秒）におけるパワー発揮を有意に増加させるこ

とが明らかになった。また、特徴的な点として、低
酸素群では1セット目のペダリング時の発揮パ
ワーの大きな増加が認められた（Kasai  e t  a l .  
Springerplus, 2015）。この結果は、低酸素環境での
スプリントトレーニングは、数秒間で完結する短
時間・高強度運動時の発揮パワーを向上させるこ
とを示している。そこで、陸上競技短距離選手を対
象に6日間の低酸素スプリントトレーニングの効
果を検討した結果、大腿部の骨格筋クレアチンリ
ン酸量（リン磁気共鳴分光法により測定）の有意な
増加が認められた。また、同様の5日間の低酸素ス
プリントトレーニングで低酸素群でのみ10秒間
全力ペダリングや間欠的ペダリングテストにおけ
る発揮パワーの有意な増加が確認された（Kasai et 
al. ACSM 2015）。
　サラブレッドの競馬は1~3分間の運動なので、
明らかに数秒間で終わるようなスプリントレース
ではない。しかし、そのような競馬においても、ス
タートダッシュを決めて、いいポジションを取る
ことはレースを優位に進めていく上で重要である
上に、運動中に利用するエネルギーの20~30%は
無酸素性エネルギーでまかなわれている。そのた
め、サラブレッドにおいても、スプリントパフォー
マンスの向上は、レースパフォーマンスの向上に
つながると考えられる。サラブレッドが低酸素ス
プリントトレーニングを行うには、トレッドミル
上でマスクを装着し、上流から大量の窒素を流し
ながら走行する、もしくは低酸素ルーム内のト
レッドミルを走行する必要があるが、今後検討し
ていく価値があるトレーニングメニューであると
考えられる。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた持久的運動ト
レーニングが骨格筋適応に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的運動トレーニング後の骨格筋ではミトコ
ンドリアが増加し、有酸素性代謝能力が亢進する。
ミトコンドリア生合成を担う転写因子には概日リ
ズムが存在し、これには時計遺伝子が関与する。こ
のことを踏まえると、トレーニングを実施するタ
イミングがトレーニング効果に影響を及ぼすこと
が考えられる。しかし、時計遺伝子の発現リズムに

基づくトレーニングが骨格筋適応に及ぼす影響に
ついては不明である。
　そこで、時計遺伝子発現リズムに基づくトレー
ニングが骨格筋適応に及ぼす影響について検討す
るため、Wister系雄性ラットを用いて実験を行っ
た。主要時計遺伝子であるPeriod2遺伝子の発現量
がピーク（20:00）とボトム（8:00）を示すタイミン
グに、週5日x 9週間のトレッドミルトレーニング
を実施した。トレーニング期間終了後、腓腹筋深層
部位のミトコンドリアタンパク質（Cytochrome c, 
COX IV）発現量をウェスタンブロッティング法に
よって測定した。
　9週間のトレーニングによって、いずれのト
レーニング群も対照群と比較して、ミトコンドリ
アタンパク質が有意に増加した。さらに、Period2
遺伝子発現量のピーク時におけるトレーニングは
ミトコンドリアタンパク質をより増加させる傾向
を示した。これらの結果から、トレーニングの実施
タイミングの違いが骨格筋適応に影響を及ぼす可
能性が示唆された。
　競走馬においては、慣習的に早朝にトレーニン
グが実施されている。夏季に早朝の涼しい時間帯
に調教を行うメリットは想像がつくが、冬季に寒
い中、照明をつけながらトレーニングする意義は
見出しにくい（土日に関しては、競馬出走馬を輸送
する前に、他の馬の調教を終わらせたいという事
情は現実問題として存在する）。しかし、上記のよ
うなトレーニングの実施タイミングによる骨格筋
適応の違いがあることや、多くのレースが実施さ
れる時間帯（午後）にトレーニングをして、体内時
計を調整するという観点からも、調教を実施する
時間帯に関しては再考が必要なのではないだろう
か。

（向井和隆）

○一過性の低・高濃度酸素刺激が毛細血管新生に
及ぼす影響

岡部一馬ら（山口大学）
　低酸素下で活性化するとされている低酸素誘導
因子（HIF-1α）は血管新生において中心的な役割
を果たす血管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の転写
を促進することが知られている。しかし、一過性の

低酸素刺激が毛細血管に与える影響に関するIn 
Vivoでの検討は十分ではなく、加えて、高酸素刺激
の影響についてもほとんど検討されていない。本
研究は一過性の低または高酸素刺激下で運動させ
たサラブレッドの各種mRNA発現量と毛細血管密
度の変化を評価することを目的とした。サラブ
レッド種、成馬６頭に対して、トレッドミル上で低
酸素（16%）通常酸素（21%）、または高酸素（26%）
を吸引させながら運動負荷試験を行い、運動の直
前から断続的に運動７日後までニードルバイオプ
シー法により中殿筋の微量サンプルを採取した。
各サンプルについて免疫組織化学およびリアルタ
イムRT-PCR法による分析を行った。結果、mRNA
発現量は、低酸素条件においてインターロイキン
6の4時間後、血管新生に関わるとされる肝細胞増
殖因子や血管内皮細胞増殖因子受容体および
HIF-1αの3日後に大きな増加が認められた。一方、
PGC-1αおよびVEGF-Aは一度増加した後1日以
降、有意な減少を示した。組織化学染色による筋線
維組成、筋線維面積、筋核数、中心核数、サテライト
セル数、毛細血管密度はそれぞれの酸素条件、運動
の前後で違いは認められなかった。筋は低酸素条
件では解糖的代謝に、高酸素条件では酸化的代謝
に依存することがわかり、低酸素条件において最
大酸素摂取量が減少するという先行研究と一致し
た。さらに、PGC-1αのmRNA発現量は運動後に変
化し、低酸素条件下では増加しにくく、高酸素条件
下でより増加しやすいことからPGC-1αは酸素濃
度と酸素摂取量の両方の影響を受ける可能性が示
唆された。VEGF-AのmRNA発現量の増減はPGC-1
αの発現量と同じような結果を示す傾向があり、
実際にPGC-1αはVEGFの発現量を調節するとい
う先行研究も存在する。従って、VEGF-Aは酸素濃
度を変化させた一過性の運動において、PGC-1α
の影響を受けている可能性があると推測される。

○低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の有
酸素性能力を向上させるか

長久　広ら（山口大学）
　低酸素トレーニングは、有酸素性能力の向上を
目的として行われるが、その具体的な効果や機序
については不明な点が多い。本研究では、低酸素ま

たは常酸素におけるトレーニング前後に生じる変
化を、免疫組織化学的染色およびリアルタイム
RT-PCR法を用いて比較・検討する。低酸素または
常酸素でサラブレッド種、成馬8頭に4週間のト
レーニングを行わせ、その前後に常酸素での漸増
負荷試験を行った。漸増負荷試験の直前から断続
的に運動7日後までの中殿筋サンプルをニードル
バイオプシー法によって経時的に採取した。リア
ルタイムRT-PCR法を用いて、毛細血管新生関連因
子やサテライトセルの増殖・分化に関わる因子の
mRNA発現量を相対的に定量した。さらに、免疫組
織化学的染色によって毛細血管数やサテライトセ
ル数等を測定した。結果、低酸素トレーニングの効
果として、有意な最大酸素摂取量の増加が確認さ
れた。同時に単位面積当たりの毛細血管数が増加
した。毛細血管数の増加は、高い心拍出量によって
血流が増加したことにより、せん断応力が高まり、
一酸化窒素の放出を促したことに起因するかもし
れない。また、mRNA発現量は血管新生に関わると
される肝細胞増殖因子や血管内皮細胞増殖因子

（VEGF-A）、低酸素誘導因子（HIF-1α）などにおい
て有意に増加した。これらのことから、低酸素ト
レーニングは、心拍出量の増加と血管新生によっ
て有酸素性能力を向上させる可能性が考えられ
た。
　運動科学研究室の委託で行われている上記2題
は、低酸素下における運動が短期的または、長期的
にどのような変化をもたらすのかという発表で
あった。PGC-1αは、筋に対する酸素供給量に依存
して変化が認められ、低酸素トレーニングによる
最大酸素摂取量の増加の直接的な原因でない可能
性があると考えられた。また、VEGF-Aの増加は最
大酸素摂取量の増加要因としては妥当な結果と考
えられるが、筋内のエネルギー産生を増加させて
いるメカニズムについては検討されておらず、今
後の検討が待たれるところである。

○陸上競技短距離選手における短距離の低酸素ト
レーニングが骨格筋エネルギー基質量に及ぼす影響

笠井信一ら（立命館大学）
　先行研究では、４週間の低酸素トレーニングは
通常酸素環境でのトレーニングに比較して、最大

無酸素パワーを大きく増加させることが報告され
ている。そこで、低酸素環境で行う５日間の高強度
トレーニングが、運動パフォーマンスおよび骨格
筋エネルギー基質量におよぼす影響を明らかにす
ることを目的として実験を行った。方法は陸上競
技短距離選手男性19名を低酸素群(10名、酸素濃
度:14.5%）と通常酸素群(9名、酸素濃度:20.9%)に
群分けを行い、それぞれの環境下で5日間連続で
のスプリントトレーニングを実施した。トレーニ
ング期間前後に、全力ペダリングテストおよび最
大酸素摂取量テストを実施した。また、磁気共鳴分
光法を用い、筋クレアチンリン酸量およびグリ
コーゲン量を測定した。結果、10秒間全力ペダリ
ングおよび間欠的ペダリングテストにおける発揮
パワーは、いずれも低酸素群でのみトレーニング
後に有意に増加した。(p＜0.05)。筋クレアチンリ
ン酸量およびグリコーゲン量は両群ともに有意に
増加し(p＜0.05)、群間での有意差はみられなかっ
た。これらのことから、低酸素環境での高強度ト
レーニングは通常酸素環境でのトレーニングに比
較して、スプリントパフォーマンスを向上させる
ことが明らかとなった。一方、このことに筋クレア
チンリン酸およびグリコーゲン量の増加は関連し
ていないと考えられた。
　低酸素トレーニングが有酸素運動能力だけでな
く、スプリント系の短時間の運動能力をも向上さ
せる事が示されており、競走馬のように比較的短
時間の競技を行う動物については低酸素トレーニ
ングが有効であり、応用可能なトレーニングであ
ることを示しているものと考えられる。人におい
ては磁気共鳴分光法を用いた非侵襲的な筋クレア
チンリン酸量およびグリコーゲン量の測定方法が
確立され様々な研究に用いられるようになってき
ているが、今回の実験のように短時間のパフォー
マンスには筋クレアチンリン酸量およびグリコー
ゲン量が関連しないことは、競走馬も同様である
可能性が高いものと考えられた。

（大村　一）

○大腿四頭筋肉離れ損傷既往者の支配神経伝導速
度は低下していた

鴻崎香里奈（日本体育大学）

　筆者らは先行研究において伸張性収縮誘発性筋
損傷を導入した際、支配神経が損傷する運動誘発
性神経損傷を、つまり過度にエキセントリックな
負荷をかけた筋肉では支配神経の伝導速度が低下
することを報告している。また、伸張性収縮は肉離
れ損傷の主な誘因とされており、ハムストリング
ス肉離れ損傷既往者においても支配神経伝導速度
の有意な低下を確認している。本研究では大腿四
頭筋でもハムストリングス同様の現象（大腿四頭
筋の支配神経である大腿神経伝導速度の低下）が
確認されるかを検証した。
　対象は大腿四頭筋肉離れ損傷既往者5名で、大
腿神経伝導速度の測定を実施した。測定は、8の字
コイルを用いてパルス磁気刺激（1.6-1.8 T）を大腿
神経に課し、大腿四頭筋のM波（神経刺激した時
に、その支配筋に現れる活動電位）を導出し、神経
伝導速度を求めた。
　大腿四頭筋肉離れ損傷既往者における損傷側の
伝導速度（26.9 m/s）は非損傷側(46.9 m/s)と比較
して有意に低値を示しており、患肢における神経
速度の低下は全症例で認められた。なお、健常者に
おいての神経伝導速度の左右差は確認されなかっ
た。
　以上のことから、ハムストリングス肉離れ損傷
既往者と同様に、大腿四頭筋肉離れ損傷既往者に
おいても神経伝導速度の低下が観察された。この
結果より、肉離れ損傷時には筋のみならず支配神
経の損傷が（その仕組みは不明であるが）筋肉の損
傷から神経伝導の遅延へと逆行性に誘発され、肉
離れ損傷後に散見される神経―筋の不調和や再受
傷は支配神経の機能欠損に起因する可能性が考え
られた。
　ウマにおいても、蹄尖踏着するような重度の筋
痛を示しているような症例では神経速度の低下が
みられる可能性がある。これを利用すれば、筋損傷
の程度や調教開始までに要する時間が分かるかも
しれない。

○足床間インタラクションと膝関節複合ストレス
の時間的変遷　―かかと接地直後の高頻度は膝外
反内旋複合ストレス発生―

小笠原一生（大阪大学）

　膝の前十字靭帯損傷は膝に外反および内旋スト
レスが同時にかかった時に発生すると考えられて
いるが、どのような足床間のインタラクションが
この複合負荷を高頻度に生じさせるかは不明であ
る。本研究では、足部接地パターンの違いが外反内
旋複合ストレスの発生頻度およびその経時的変化
に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　健常成人女性20名を対象として2条件のサイド
カットを実施した。サイドカットとはサッカーや
バスケットのフェイント動作でみられるような足
の動きで、接地した脚の反対側に進行方向を変更
する方法である。2条件のサイドカット（前足部接
地条件および後足部接地条件）を実施し、膝に作用
した外モーメントを算出した。
　後足部接地条件では、接地直後に外反内旋複合
ストレス発生が有意に高頻度であった（前足部着
地vs後足部接地：33% vs 80%）。一方、同条件下で
荷重が前足部に移る接地後期では、発生頻度は前
足部接地条件と同程度(25% vs 24%)であった。
　後足部接地は外反内旋を接地直後に高頻度に生
じさせた。前十字靭帯損傷は接地後50ミリ秒以下
で生じ始めることが報告されていることから、接
地直後に高頻度に外反内旋ストレスを複合させる
後足部着地は前十字靭帯損傷のリスクを高める可
能性がある。このことから、床との接地を前足部で
行えば、外反内旋が複合する確率を減らすことが
でき、リスクの軽減につながると考えられた。ま
た、筆者らの考えでは、選手自身がコントロールし
ている状況とそうでない状況では後部着地時のリ
スクは異なる（後者の方が圧倒的に高い）というこ
とであった。
　競走馬の場合でも何か咄嗟の動き（競走中止し
たウマを避けるなど）をしたときの着地パターン
を解析できれば、球節や腕節にかかる力の理解も
進むかもしれない。

○輻射熱が暑熱環境下の持久性パフォーマンスと
体温調節に及ぼす影響

大谷秀憲（姫路獨協大学）
　ヒトの運動能力は、外部環境の影響を強く受け
ることが知られている。特に温熱環境下では気温、
気流、湿度、輻射熱が挙げられる。このうち輻射熱

以外の3要素はパフォーマンスに大きく影響する
ことが報告されているが、輻射熱に関してはあま
り知られていない。そこで筆者らは輻射熱の違い
が温熱環境下での持久性パフォーマンスと体温調
節反応に及ぼす影響について検討した。
　被験者は健康な男性8名だった。実験は室温
30℃、湿度50%に設定された人工気象室内で70% 
VO2max強度の自転車エルゴメータ運動をオール
アウトに到達するまで実施した。輻射熱の条件は、
800 W/㎡、500 W/㎡、250 W/㎡および0 W/㎡の
4条件とした。
　運動継続時間は800 W/㎡(23±4分)が他3条件

（500 W/㎡; 30±7分、250 W/㎡; 43±10分、0 
W/㎡;46±10分）よりも有意な低値を示し、500 
W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡よりも有意に低かっ
た。平均皮膚温は800 W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡
よりも有意に高く、500 W/㎡が0 W/㎡よりも有
意に高かった。蓄熱量（外来熱量＋産生熱量－放熱
量）は800 W/㎡が他の3条件よりも有意な高値を

示した。直腸温、発汗量、心拍数、皮膚血管コンダク
タンスおよび循環血漿量は条件間に差は認められ
なかった。
　以上から輻射熱がパフォーマンスに影響するこ
とが明らかとなった。直腸温や発汗量に条件間で
有意な差は認められなかったが、蓄熱量がパ
フォーマンスに影響を及ぼしていることが考えら
れた。
　競走馬において蓄熱量が低いと思われる芦毛お
よび白毛が夏のレースに活躍するかと言われる
と、本発表の条件に比較して運動時間がかなり短
いため同じ結果が出るかは不明だが、エンデュラ
ンス競技のような長い時間労役が生じる競技では
蓄熱量がパフォーマンスに影響を及ぼしている可
能性は十分にあると考えられた。

（高橋佑治）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　平成27年9月7日から9日まで北里大学獣医学部
で開催された第158回日本獣医学会学術集会に参
加しました。以下に特に興味深い内容であった講
演の概要を報告します。

○レーザーマイクロダイセクション法を馬の感染
症の病理診断に応用するための条件検討

播谷　亮ら（動物衛生研究所）
　本講演は、レーザーマイクロダイセクション
(LMD)法を馬の感染症の病理診断に応用するため
の様々な条件を明らかにすることを目的として実
施された研究の報告であった。検討項目としては、
検査試料の固定法、固定時間、DNA抽出方法、病原体
同定に必要な細胞数あるいは菌数についてである。
　先ず馬のウイルス感染症としては、馬ヘルペス
ウイルス(EHV-1)について検討がなされた。EHV-1
感染培養細胞のCell blockを作製し、１０％中性緩
衝ホルマリン、１０％中性緩衝ホルマリンアル
コールおよびメタカンの各固定液で、1日、1週、1
か月および1年間固定し、パラフィン包埋後、４μ
ｍの厚さの切片を作製した。LMD法で感染細胞を
採取し、DNAの抽出には市販のキット3種を用い
て、PCR法によりEHV-1gC領域DNA（649bp）の
増幅を試みた。次に馬の細菌感染症としては、
Salmonella Abortusequi、Rodococcus equiについて
検討した。各細菌の浮遊液を正常馬の肝臓にそれ
ぞれ注入し、同様に固定、包埋および薄切した。
LMD法で採取した細菌塊から同様にDNAを抽出
し、PCR法により細菌16SrDNA共通領域（約
800bp）の増幅を試みた。
　その結果、ウイルス感染症では、LMD法により
採取した約103個のEHV-1感染細胞から、ホルマリ
ン固定で1か月まで、ホルマリンアルコール固定
で1日、メタカン固定で1か月まで、EHV-1遺伝子断
片を増幅することができた。一方、細菌感染症で
は、LMD法により採取した約107個の細菌塊から、
ホルマリン固定では1日（S. Abortusequi）ないし1
週（R. equi）、ホルマリンアルコール固定では1日、
メタカン固定では1か月まで遺伝子断片を増幅で

きた。DNA抽出キットの比較では特定の傾向は認
められなかった。
　本検査法は分離培養法では病原体を分離できな
かったあるいは実施されなかった症例において、
病理組織学的に病原体の関与が疑われた場合など
に非常に有用な手法となるものと考えられた。

○ザーネン種成山羊の脳脊髄糸状虫症（腰麻痺症）
に関する病理学的研究

君村和範ら（北里大学）
　脳脊髄糸状虫症とは指状糸状虫Setaria digitata

（S.digitata）を原因とする寄生虫病で、指状糸状虫
は固有宿主の牛では病原性を示さないが、非固有
宿主に第3期幼虫が蚊の吸血によって侵入すると
重篤な傷害を引き起こす。しかしながら、幼虫の中
枢神経への侵入経路や発病機構については不明な
点が多い。演者はS.digitata幼虫の感染に起因する
運動失調を呈した山羊の症例に遭遇し、詳細にそ
の病態を解析し侵入経路ないし病理発生について
考察していた。症例はザーネン種山羊（3歳、雌）
で、平成25年9月25日頃に軽度の歩様異常を呈し、
その後、後肢のふらつきと前肢の跛行へと症状は
進行したため、病理解剖が実施された。血液生化学
及び頭部MRI検査では異常はなく、解剖時の肉眼
観察でも特記すべき所見は認められなかった。病
理解剖時に採取した一般臓器、脳、脊髄全長、左右
坐骨神経および腕神経叢は10％緩衝ホルマリン
固定、パラフィン切片作製の後、病理組織学および
免疫組織化学的検査が実施された。またパラフィ
ンブロックを用いた病原体の同定も試みられた。
　病理組織学的観察では、第一から第七頸髄の左
側に主座し、空洞を伴う軟化巣と炎症細胞浸潤が
認められた。第一頸髄の左側灰白質と左腕神経叢
の神経束間には、虫体の残骸とこれに対する異物
肉芽腫が観察された。右側中脳赤核、脳幹網様核に
存在する運動神経には中心性色質融解が観察され
た。また左腕神経叢の組織切片では虫体の残骸と
考えられる構造物が観察され、このパラフィン切
片を用いた分子生物学的検索では、S.digitataが同

第30回日本整形外科学会基礎学術集会

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　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だけであり、さらに日
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。
　日本体力医学会は、毎年国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
る。研究者自身もトレーニングにいそしんでいる
参加者も多く、学会最終日の朝には持久走大会が
開かれている学会大会である。

○常圧低酸素下での高強度トレーニングはウマの
パフォーマンスと有酸素能力を向上させる

向井和隆ら（JRA競走馬総合研究所）
【背景】ヒトでは以前から低酸素トレーニングが取
り入れられているが、ウマでは元々運動中の赤血
球数が多いことなどから、低酸素トレーニングの
効果が疑問視されていることもあり、報告がない。

【目的】常圧低酸素下での高強度トレーニングがウ

マの有酸素能力やパフォーマンスに与える影響を
調べる。

【方法】クロスオーバーデザイン（各試験の間隔は
4ヶ月）で、8頭のサラブレッドを低酸素（H, 15%）
群と常酸素（N, 21%）群に分け、週3回・4週間ト
レーニングした。トレーニング前後に常酸素下で
トレッドミル漸増運動負荷試験を実施し、オール
ア ウ ト ま で の 走 行 時 間 、最 大 酸 素 摂 取 量

（VO2max）、その他の酸素運搬系指標を測定した。
各トレーニングでは、両群とも常酸素下で算出し
た100%  VO2max強度で2分間走行させた。

【結果】H群はN群に比べ、走行時間、VO2max、オー
ルアウト時の心拍出量および1回拍出量が増加し
た（P<0.05）。血漿乳酸濃度が 4 mmol/lに達すると
きの速度、動静脈酸素含量較差およびヘモグロビ
ン濃度は両群間に差はなかった。

【結論】常圧低酸素下での高強度トレーニングに
よって、ウマのパフォーマンスおよび有酸素能力
が向上した。
　発表に対して、「トレーニング後にランニングエ
コノミーは変わったのか？」という質問があった。
ヒトの低酸素トレーニングでは、あまり顕著な最

大酸素摂取量の増加は認められず、その代わりに
効率的に走行できる（つまりランニングエコノ
ミーが改善する）ようになって、運動パフォーマン
スが向上するという報告が多い。しかし、サラブ
レッドの場合、トレーニングを継続していくにつ
れて、どんどんウマのテンションが上がっていき、
トレッドミル漸増負荷試験の際も、試験前半の遅
いスピードのステップで掛かりながら走ってしま
うことがしばしばある。そのため、ヒトとは異な
り、ランニングエコノミーを適正に評価すること
は難しいことを伝えた。

○低酸素環境でのスプリントトレーニング
後藤一成（立命館大学）

　室内の酸素濃度を減じた状態でトレーニングを
行う低酸素トレーニングは、主に持久性競技種目
のアスリートにおける有酸素性パフォーマンス改
善を狙いとして活用されてきた。これに対して近
年、無酸素性パフォーマンスの改善に対する効果
が注目されている。
　演者らの研究グループでも、低酸素環境下での
スプリントトレーニングが無酸素性パフォーマン
スや骨格筋内のエネルギー基質に及ぼす影響に焦
点をあて研究を継続してきた。その結果、中程度の
低酸素環境（酸素濃度14.5%）で行う週2回4週間の
スプリントトレーニングは通常酸素環境で行う同
一のトレーニングに比較して、間欠的ペダリング
テスト（7秒全力ペダリング x 10セット、セット間
30秒）におけるパワー発揮を有意に増加させるこ

とが明らかになった。また、特徴的な点として、低
酸素群では1セット目のペダリング時の発揮パ
ワーの大きな増加が認められた（Kasai  e t  a l .  
Springerplus, 2015）。この結果は、低酸素環境での
スプリントトレーニングは、数秒間で完結する短
時間・高強度運動時の発揮パワーを向上させるこ
とを示している。そこで、陸上競技短距離選手を対
象に6日間の低酸素スプリントトレーニングの効
果を検討した結果、大腿部の骨格筋クレアチンリ
ン酸量（リン磁気共鳴分光法により測定）の有意な
増加が認められた。また、同様の5日間の低酸素ス
プリントトレーニングで低酸素群でのみ10秒間
全力ペダリングや間欠的ペダリングテストにおけ
る発揮パワーの有意な増加が確認された（Kasai et 
al. ACSM 2015）。
　サラブレッドの競馬は1~3分間の運動なので、
明らかに数秒間で終わるようなスプリントレース
ではない。しかし、そのような競馬においても、ス
タートダッシュを決めて、いいポジションを取る
ことはレースを優位に進めていく上で重要である
上に、運動中に利用するエネルギーの20~30%は
無酸素性エネルギーでまかなわれている。そのた
め、サラブレッドにおいても、スプリントパフォー
マンスの向上は、レースパフォーマンスの向上に
つながると考えられる。サラブレッドが低酸素ス
プリントトレーニングを行うには、トレッドミル
上でマスクを装着し、上流から大量の窒素を流し
ながら走行する、もしくは低酸素ルーム内のト
レッドミルを走行する必要があるが、今後検討し
ていく価値があるトレーニングメニューであると
考えられる。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた持久的運動ト
レーニングが骨格筋適応に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的運動トレーニング後の骨格筋ではミトコ
ンドリアが増加し、有酸素性代謝能力が亢進する。
ミトコンドリア生合成を担う転写因子には概日リ
ズムが存在し、これには時計遺伝子が関与する。こ
のことを踏まえると、トレーニングを実施するタ
イミングがトレーニング効果に影響を及ぼすこと
が考えられる。しかし、時計遺伝子の発現リズムに

基づくトレーニングが骨格筋適応に及ぼす影響に
ついては不明である。
　そこで、時計遺伝子発現リズムに基づくトレー
ニングが骨格筋適応に及ぼす影響について検討す
るため、Wister系雄性ラットを用いて実験を行っ
た。主要時計遺伝子であるPeriod2遺伝子の発現量
がピーク（20:00）とボトム（8:00）を示すタイミン
グに、週5日x 9週間のトレッドミルトレーニング
を実施した。トレーニング期間終了後、腓腹筋深層
部位のミトコンドリアタンパク質（Cytochrome c, 
COX IV）発現量をウェスタンブロッティング法に
よって測定した。
　9週間のトレーニングによって、いずれのト
レーニング群も対照群と比較して、ミトコンドリ
アタンパク質が有意に増加した。さらに、Period2
遺伝子発現量のピーク時におけるトレーニングは
ミトコンドリアタンパク質をより増加させる傾向
を示した。これらの結果から、トレーニングの実施
タイミングの違いが骨格筋適応に影響を及ぼす可
能性が示唆された。
　競走馬においては、慣習的に早朝にトレーニン
グが実施されている。夏季に早朝の涼しい時間帯
に調教を行うメリットは想像がつくが、冬季に寒
い中、照明をつけながらトレーニングする意義は
見出しにくい（土日に関しては、競馬出走馬を輸送
する前に、他の馬の調教を終わらせたいという事
情は現実問題として存在する）。しかし、上記のよ
うなトレーニングの実施タイミングによる骨格筋
適応の違いがあることや、多くのレースが実施さ
れる時間帯（午後）にトレーニングをして、体内時
計を調整するという観点からも、調教を実施する
時間帯に関しては再考が必要なのではないだろう
か。

（向井和隆）

○一過性の低・高濃度酸素刺激が毛細血管新生に
及ぼす影響

岡部一馬ら（山口大学）
　低酸素下で活性化するとされている低酸素誘導
因子（HIF-1α）は血管新生において中心的な役割
を果たす血管内皮細胞増殖因子（VEGF-A）の転写
を促進することが知られている。しかし、一過性の

低酸素刺激が毛細血管に与える影響に関するIn 
Vivoでの検討は十分ではなく、加えて、高酸素刺激
の影響についてもほとんど検討されていない。本
研究は一過性の低または高酸素刺激下で運動させ
たサラブレッドの各種mRNA発現量と毛細血管密
度の変化を評価することを目的とした。サラブ
レッド種、成馬６頭に対して、トレッドミル上で低
酸素（16%）通常酸素（21%）、または高酸素（26%）
を吸引させながら運動負荷試験を行い、運動の直
前から断続的に運動７日後までニードルバイオプ
シー法により中殿筋の微量サンプルを採取した。
各サンプルについて免疫組織化学およびリアルタ
イムRT-PCR法による分析を行った。結果、mRNA
発現量は、低酸素条件においてインターロイキン
6の4時間後、血管新生に関わるとされる肝細胞増
殖因子や血管内皮細胞増殖因子受容体および
HIF-1αの3日後に大きな増加が認められた。一方、
PGC-1αおよびVEGF-Aは一度増加した後1日以
降、有意な減少を示した。組織化学染色による筋線
維組成、筋線維面積、筋核数、中心核数、サテライト
セル数、毛細血管密度はそれぞれの酸素条件、運動
の前後で違いは認められなかった。筋は低酸素条
件では解糖的代謝に、高酸素条件では酸化的代謝
に依存することがわかり、低酸素条件において最
大酸素摂取量が減少するという先行研究と一致し
た。さらに、PGC-1αのmRNA発現量は運動後に変
化し、低酸素条件下では増加しにくく、高酸素条件
下でより増加しやすいことからPGC-1αは酸素濃
度と酸素摂取量の両方の影響を受ける可能性が示
唆された。VEGF-AのmRNA発現量の増減はPGC-1
αの発現量と同じような結果を示す傾向があり、
実際にPGC-1αはVEGFの発現量を調節するとい
う先行研究も存在する。従って、VEGF-Aは酸素濃
度を変化させた一過性の運動において、PGC-1α
の影響を受けている可能性があると推測される。

○低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の有
酸素性能力を向上させるか

長久　広ら（山口大学）
　低酸素トレーニングは、有酸素性能力の向上を
目的として行われるが、その具体的な効果や機序
については不明な点が多い。本研究では、低酸素ま

たは常酸素におけるトレーニング前後に生じる変
化を、免疫組織化学的染色およびリアルタイム
RT-PCR法を用いて比較・検討する。低酸素または
常酸素でサラブレッド種、成馬8頭に4週間のト
レーニングを行わせ、その前後に常酸素での漸増
負荷試験を行った。漸増負荷試験の直前から断続
的に運動7日後までの中殿筋サンプルをニードル
バイオプシー法によって経時的に採取した。リア
ルタイムRT-PCR法を用いて、毛細血管新生関連因
子やサテライトセルの増殖・分化に関わる因子の
mRNA発現量を相対的に定量した。さらに、免疫組
織化学的染色によって毛細血管数やサテライトセ
ル数等を測定した。結果、低酸素トレーニングの効
果として、有意な最大酸素摂取量の増加が確認さ
れた。同時に単位面積当たりの毛細血管数が増加
した。毛細血管数の増加は、高い心拍出量によって
血流が増加したことにより、せん断応力が高まり、
一酸化窒素の放出を促したことに起因するかもし
れない。また、mRNA発現量は血管新生に関わると
される肝細胞増殖因子や血管内皮細胞増殖因子

（VEGF-A）、低酸素誘導因子（HIF-1α）などにおい
て有意に増加した。これらのことから、低酸素ト
レーニングは、心拍出量の増加と血管新生によっ
て有酸素性能力を向上させる可能性が考えられ
た。
　運動科学研究室の委託で行われている上記2題
は、低酸素下における運動が短期的または、長期的
にどのような変化をもたらすのかという発表で
あった。PGC-1αは、筋に対する酸素供給量に依存
して変化が認められ、低酸素トレーニングによる
最大酸素摂取量の増加の直接的な原因でない可能
性があると考えられた。また、VEGF-Aの増加は最
大酸素摂取量の増加要因としては妥当な結果と考
えられるが、筋内のエネルギー産生を増加させて
いるメカニズムについては検討されておらず、今
後の検討が待たれるところである。

○陸上競技短距離選手における短距離の低酸素ト
レーニングが骨格筋エネルギー基質量に及ぼす影響

笠井信一ら（立命館大学）
　先行研究では、４週間の低酸素トレーニングは
通常酸素環境でのトレーニングに比較して、最大

無酸素パワーを大きく増加させることが報告され
ている。そこで、低酸素環境で行う５日間の高強度
トレーニングが、運動パフォーマンスおよび骨格
筋エネルギー基質量におよぼす影響を明らかにす
ることを目的として実験を行った。方法は陸上競
技短距離選手男性19名を低酸素群(10名、酸素濃
度:14.5%）と通常酸素群(9名、酸素濃度:20.9%)に
群分けを行い、それぞれの環境下で5日間連続で
のスプリントトレーニングを実施した。トレーニ
ング期間前後に、全力ペダリングテストおよび最
大酸素摂取量テストを実施した。また、磁気共鳴分
光法を用い、筋クレアチンリン酸量およびグリ
コーゲン量を測定した。結果、10秒間全力ペダリ
ングおよび間欠的ペダリングテストにおける発揮
パワーは、いずれも低酸素群でのみトレーニング
後に有意に増加した。(p＜0.05)。筋クレアチンリ
ン酸量およびグリコーゲン量は両群ともに有意に
増加し(p＜0.05)、群間での有意差はみられなかっ
た。これらのことから、低酸素環境での高強度ト
レーニングは通常酸素環境でのトレーニングに比
較して、スプリントパフォーマンスを向上させる
ことが明らかとなった。一方、このことに筋クレア
チンリン酸およびグリコーゲン量の増加は関連し
ていないと考えられた。
　低酸素トレーニングが有酸素運動能力だけでな
く、スプリント系の短時間の運動能力をも向上さ
せる事が示されており、競走馬のように比較的短
時間の競技を行う動物については低酸素トレーニ
ングが有効であり、応用可能なトレーニングであ
ることを示しているものと考えられる。人におい
ては磁気共鳴分光法を用いた非侵襲的な筋クレア
チンリン酸量およびグリコーゲン量の測定方法が
確立され様々な研究に用いられるようになってき
ているが、今回の実験のように短時間のパフォー
マンスには筋クレアチンリン酸量およびグリコー
ゲン量が関連しないことは、競走馬も同様である
可能性が高いものと考えられた。

（大村　一）

○大腿四頭筋肉離れ損傷既往者の支配神経伝導速
度は低下していた

鴻崎香里奈（日本体育大学）

　筆者らは先行研究において伸張性収縮誘発性筋
損傷を導入した際、支配神経が損傷する運動誘発
性神経損傷を、つまり過度にエキセントリックな
負荷をかけた筋肉では支配神経の伝導速度が低下
することを報告している。また、伸張性収縮は肉離
れ損傷の主な誘因とされており、ハムストリング
ス肉離れ損傷既往者においても支配神経伝導速度
の有意な低下を確認している。本研究では大腿四
頭筋でもハムストリングス同様の現象（大腿四頭
筋の支配神経である大腿神経伝導速度の低下）が
確認されるかを検証した。
　対象は大腿四頭筋肉離れ損傷既往者5名で、大
腿神経伝導速度の測定を実施した。測定は、8の字
コイルを用いてパルス磁気刺激（1.6-1.8 T）を大腿
神経に課し、大腿四頭筋のM波（神経刺激した時
に、その支配筋に現れる活動電位）を導出し、神経
伝導速度を求めた。
　大腿四頭筋肉離れ損傷既往者における損傷側の
伝導速度（26.9 m/s）は非損傷側(46.9 m/s)と比較
して有意に低値を示しており、患肢における神経
速度の低下は全症例で認められた。なお、健常者に
おいての神経伝導速度の左右差は確認されなかっ
た。
　以上のことから、ハムストリングス肉離れ損傷
既往者と同様に、大腿四頭筋肉離れ損傷既往者に
おいても神経伝導速度の低下が観察された。この
結果より、肉離れ損傷時には筋のみならず支配神
経の損傷が（その仕組みは不明であるが）筋肉の損
傷から神経伝導の遅延へと逆行性に誘発され、肉
離れ損傷後に散見される神経―筋の不調和や再受
傷は支配神経の機能欠損に起因する可能性が考え
られた。
　ウマにおいても、蹄尖踏着するような重度の筋
痛を示しているような症例では神経速度の低下が
みられる可能性がある。これを利用すれば、筋損傷
の程度や調教開始までに要する時間が分かるかも
しれない。

○足床間インタラクションと膝関節複合ストレス
の時間的変遷　―かかと接地直後の高頻度は膝外
反内旋複合ストレス発生―

小笠原一生（大阪大学）

　膝の前十字靭帯損傷は膝に外反および内旋スト
レスが同時にかかった時に発生すると考えられて
いるが、どのような足床間のインタラクションが
この複合負荷を高頻度に生じさせるかは不明であ
る。本研究では、足部接地パターンの違いが外反内
旋複合ストレスの発生頻度およびその経時的変化
に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。
　健常成人女性20名を対象として2条件のサイド
カットを実施した。サイドカットとはサッカーや
バスケットのフェイント動作でみられるような足
の動きで、接地した脚の反対側に進行方向を変更
する方法である。2条件のサイドカット（前足部接
地条件および後足部接地条件）を実施し、膝に作用
した外モーメントを算出した。
　後足部接地条件では、接地直後に外反内旋複合
ストレス発生が有意に高頻度であった（前足部着
地vs後足部接地：33% vs 80%）。一方、同条件下で
荷重が前足部に移る接地後期では、発生頻度は前
足部接地条件と同程度(25% vs 24%)であった。
　後足部接地は外反内旋を接地直後に高頻度に生
じさせた。前十字靭帯損傷は接地後50ミリ秒以下
で生じ始めることが報告されていることから、接
地直後に高頻度に外反内旋ストレスを複合させる
後足部着地は前十字靭帯損傷のリスクを高める可
能性がある。このことから、床との接地を前足部で
行えば、外反内旋が複合する確率を減らすことが
でき、リスクの軽減につながると考えられた。ま
た、筆者らの考えでは、選手自身がコントロールし
ている状況とそうでない状況では後部着地時のリ
スクは異なる（後者の方が圧倒的に高い）というこ
とであった。
　競走馬の場合でも何か咄嗟の動き（競走中止し
たウマを避けるなど）をしたときの着地パターン
を解析できれば、球節や腕節にかかる力の理解も
進むかもしれない。

○輻射熱が暑熱環境下の持久性パフォーマンスと
体温調節に及ぼす影響

大谷秀憲（姫路獨協大学）
　ヒトの運動能力は、外部環境の影響を強く受け
ることが知られている。特に温熱環境下では気温、
気流、湿度、輻射熱が挙げられる。このうち輻射熱

以外の3要素はパフォーマンスに大きく影響する
ことが報告されているが、輻射熱に関してはあま
り知られていない。そこで筆者らは輻射熱の違い
が温熱環境下での持久性パフォーマンスと体温調
節反応に及ぼす影響について検討した。
　被験者は健康な男性8名だった。実験は室温
30℃、湿度50%に設定された人工気象室内で70% 
VO2max強度の自転車エルゴメータ運動をオール
アウトに到達するまで実施した。輻射熱の条件は、
800 W/㎡、500 W/㎡、250 W/㎡および0 W/㎡の
4条件とした。
　運動継続時間は800 W/㎡(23±4分)が他3条件

（500 W/㎡; 30±7分、250 W/㎡; 43±10分、0 
W/㎡;46±10分）よりも有意な低値を示し、500 
W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡よりも有意に低かっ
た。平均皮膚温は800 W/㎡が250 W/㎡、0 W/㎡
よりも有意に高く、500 W/㎡が0 W/㎡よりも有
意に高かった。蓄熱量（外来熱量＋産生熱量－放熱
量）は800 W/㎡が他の3条件よりも有意な高値を

示した。直腸温、発汗量、心拍数、皮膚血管コンダク
タンスおよび循環血漿量は条件間に差は認められ
なかった。
　以上から輻射熱がパフォーマンスに影響するこ
とが明らかとなった。直腸温や発汗量に条件間で
有意な差は認められなかったが、蓄熱量がパ
フォーマンスに影響を及ぼしていることが考えら
れた。
　競走馬において蓄熱量が低いと思われる芦毛お
よび白毛が夏のレースに活躍するかと言われる
と、本発表の条件に比較して運動時間がかなり短
いため同じ結果が出るかは不明だが、エンデュラ
ンス競技のような長い時間労役が生じる競技では
蓄熱量がパフォーマンスに影響を及ぼしている可
能性は十分にあると考えられた。

（高橋佑治）

定された。以上より、S.digitata幼虫は血流を介して
左腕神経叢と頸髄に到達し、下行性運動路の神経
傷害が運動失調に直接関与していたのではないか
と推察していた。
　馬においても、しばしば脳脊髄糸状虫症が認め
られるが、ヤギでの本症の詳細な解析所見は非常
に興味深く、特に侵入経路について馬の症例でも
今後確認してみたい。

（片山芳也）

○北海道の2牧場のサラブレッド種牡馬からの馬
ヘルペスウイルス3型（馬媾疹ウイルス）の分離と
中和試験による血清疫学調査

桐澤力雄ら（酪農学園大学）
　馬媾疹は馬ヘルペスウイルス3型（EHV-3）を原
因とする疾病で、生殖器に水疱や潰瘍などが形成
され、主に交配時に伝播する。世界的に分布してい
ると考えられているが疫学状況の報告は多くな
い。我が国でも臨床症状から本疾病を疑う症例は
認められているが、やはりその疫学状況はよくわ
かっていない。近年の発生としては、2001～2002
年に岩手県の輓馬の牧場で報告されているのみで
ある。
　本発表では，北海道の２牧場において馬媾疹を
疑う症状を呈したサラブレッド種牡馬からの
EHV-3の分離と、7牧場（種牡馬および繁殖牝馬）の
血清疫学調査の成績が報告された。臨床症状を呈
した馬が飼養されている2牧場の種牡馬各１頭か
らウイルスを分離した。このうちの１株の分離ウ
イルスを用いて中和試験による血清疫学調査を実
施した結果、7牧場302頭中4牧場で、計10頭（平均
3.3%、2.6～9.1%）が陽性であった。以上の成績か
ら北海道のサラブレッド牧場でも、散発的に伝播
していることが示された。また抗体陽性馬のほと
んどは不顕性感染をしていることも示唆された。
本疾病は、重篤になることはないが、特に種付け時
期での発生は、種付けの中止や時期の変更などを
伴う可能性があり、更なる調査を期待したい。

○山口県における日本脳炎ウイルス媒介蚊とウイ
ルス保有状況

杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は、コガタアカイエカ
を主要媒介蚊として、主にブタと蚊の間で感染環
を形成している。馬や人は、感染蚊の吸血により偶
発的に感染する終末宿主であるが、牛の感染事例
も少ないながら報告されている。媒介蚊の生態は
JEVの動態を検討する上で重要である。演者らは
山口県の３カ所の牛舎において定期的に蚊の捕集
を実施し、捕集数の消長の調査とJEVの分離と遺
伝子検出を行った。コガタアカイエカは、4月上旬
から多数検出され、5月上旬には一旦ほとんど捕
集されなくなり、6月下旬から7月中旬にかけて増
加し、９月中旬以降に再び捕集数は減少した。
2013年には3328匹（141プール）捕集し3株のJEV
が分離されたが、2014年には2252匹（112プー
ル）からウイルスは分離できなかった。2013年に
は捕獲した野生の若齢イノシシでもJEV抗体陽性
例が認められたが、2014年にはイノシシおよび牛
舎の子牛でほとんど抗体の動きは認められなかっ
たとのことである。これらの成績は、蚊の消長や蚊
からのウイルス分離と、野外におけるJEVの活動
の程度がよく関連していることを示している。ま
た蚊の遺伝子解析の結果から、４月に分離された
蚊は国内で越冬した可能性があることが示唆され
た。我が国における冬期のJEVの存続方法につい
ては、南方からの蚊によって毎年、ウイルスが日本
に運ばれてくるという報告と、日本で何らかの形
で越冬しているという報告があり、議論が続いて
いる。どちらか一方のみに限定する必要はないが、
春における蚊の調査は、我が国におけるJEVの越
冬を考える上で重要であると考えられる。

（近藤高志）

○ヒト呼吸器感染症の病理
堤　寛ら　（藤田保健衛生大）

　バイオハザード管理が獣医領域よりはるかに高
いレベルで実施されているヒト病理界からの報告
であった。現在、バイオハザードの観点からヒト医
学教育では学生の病理解剖実習をほとんどやって
いない。また標本作製者についても、作製過程にお
いて化学物質の暴露のみならず病原菌のコンタミ
による細菌感染があってはならないという観点か
ら、完全排気システム、安全キャビネット内での封

じ込め作業、有機溶剤やパラフィンなど薬品の厳
格な取扱などが相当厳しい基準で管理されてい
る。このような配慮は自己防衛の意味から当たり
前の対策であるが、医療関係者が感染するのを防
除する意味はそれ以外にもある。すなわち患者さ
んへの院内感染防止という極めて責任の重い理由
付けがバックグラウンドにあるとのことだ。
　さて、ヒトの呼吸器感染症で病理解析が必須と
なる肺炎では、先の理由から市中感染性肺炎と日
和見的な院内感染性肺炎を識別するという獣医病
理ではまだまだ定番とはなっていないアプローチ
が重要とのこと。肉眼および組織所見の鑑別では、
好中球が主役となる場合（化膿性）と、リンパ球・マ
クロファージ系単核細胞が主役になる場合（間質
性あるいは肉芽腫性）を区別するのは獣医領域で
も同じである。問題は、鑑別に必要な肉眼所見をと
ろうと近づけば自分が感染するリスクが獣医病理
より高い点にある。例えば珍しい肉眼所見である
乾酪壊死領域を接写しようと数センチ近づいたと
ころ、実は結核菌感染であった。その病変は湿潤し
ていても、細菌は切出し面から空気中に飛沫して
おり、防護服あるいはマスクを正しく装着しなけ
れば容易に感染する。よって防塵マスクや防護服
の正しい装着のみならず、それら商品の選択にも
気を使うとのことであった。ちなみに、堤教授は防
塵マスクのサカヰ式ハイラック350（興研株式会
社）がヒトの顔面にもっとも密着してバイオハ
ザード管理上すぐれていると使用を勧められてい
た。
　教授は、病理所見から原因菌を推定するにあた
り、その方法論は古典的なGram染色、PAS染色、
Grocott染色、Ziehl-Neelsen好酸菌染色に加えて、
免疫組織化学染色、in situ hybridization法、そして
細胞診の組み合わせを実施しており、その有用性
は現在でも揺るぎないと仰っていた。組織所見の
判別は経験を要するものの、感染症医療の裏側で
これら組織学的診断のプロがサポートしているこ
とがヒト医療の向上に欠かせないものとなってい
る。だが、感染病が少なくなった衛生国ではよくあ
ることだが、昔は当たり前に遭遇した感染症に近
年ではお目にかからなくなってきている。次世代
の病理担当医に知見がなく、病理診断だけで当た

りがつくような感染症が診断できなくなっている
傾向もお話されていた。とはいえ、古典的手法だけ
で は 診 断 の つ か な い 重 要 感 染 症 は 多 い 。
Staphylococcus Aureusによる肺炎では、MRSAと
MSSAでは病院としては患者への対応が異なり、鑑
別診断が必要だ。それには免疫組織化学的および
分子生物学的な診断が必須である。発表の中では、
免疫染色およびin situ hybridization法でMRSA肺
炎を鑑別診断するテクニックが紹介された。
MRSAはβラクタムに触れるとPBP-2プライム（酵
素）を産生し、βラクタムで破壊された細胞壁を修
復することでこれらの抗菌薬に耐性を獲得してい
る。このPBP-2プライムに対する抗体を用いた免
疫染色の有用性が発表の中で示された。残念なが
ら、その抗体は商品化されておらず、研究で作成さ
れたものしか現存していない。また、PBP-2プライ
ムをコードしているmecA遺伝子をターゲットと
したIn situ hybridizationの有効性も見せていただ
いた。組織診断だけでは鑑別ができないとあきら
めてしまうMRSA感染も、特殊な手法を用いれば
組織病理でだいたいの鑑別が可能であることを教
えられた。なお、獣医領域ではMRSAとよく似た挙
動を示すメチシリン耐性S t a p h y l o c o c c u s  
intermediusが存在するのでこれらの鑑別診断も
しっかりやるべきだとのアドバイスを受けた。
　非定型肺炎として細胞内寄生性細菌であるマイ
コプラズマ、クラミジア、レジオネラなどがある
が、インフルエンザウイルスなどのウイルス性肺
炎と同様、炎症性細胞浸潤はリンパ球やマクロ
ファージが主体で、肺胞実質ではなく間質に肺炎
病巣が集中する傾向がある（つまり間質性肺炎の
像を呈し、ウイルス性感染との鑑別が必要）。これ
らは、末梢血に白血球の増多が起こらないので細
菌感染の補助診断が欠如する傾向から確定診断に
は注意が必要とのことであった。また、肺に肉芽腫
性炎を起こす特殊な細菌として、結核菌、非結核性
好酸菌が、真菌としてはクリプトコッカス、ヒスト
プラズマが、その他近年注目されているコクシジ
オイデスがある。肉芽腫性炎では病理組織学的な
典型病変から細菌種が特定できるのは獣医領域と
同じである。教授はヒトにおけるこれらの特異性
炎を供覧された。その他、ヒトの非典型肺炎病変の

原因微生物の特定例をいくつも紹介し、参考に
なった。
　以上、本発表の理解のために、教授が執筆された

［感染症病理カラーアトラス（文光堂、2000年）］お
よび［肺炎の病理］は公開サイトが以下のように供
覧する。
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/atlas/index.
htm
http://info.fujita-hu.ac.jp/pathology1/pathology_
of_pneumonia.pdf

 (桑野睦敏)

○サイトカイン遺伝子治療と樹状細胞療法の併用
によるがん免疫治療

市田千尋ら（大阪府立大学）
　演者らは、マウスと犬において細胞性免疫を活
性化させるIFNγと樹状細胞（DC）を腫瘍患部に注
入することで腫瘍を退縮させることに既に成功し
ている。しかし、IFNγ製剤を直接体内に投与する
と、全身拡散による腫瘍内の急速な濃度低下や、腫
瘍内濃度を維持するための高濃度投与による正常
な臓器への影響などの問題がある。そこで、これら
の問題を解決するためにDC療法に加えて、IFNγ
の遺伝子を生体内の腫瘍細胞に導入して腫瘍細胞
自身にIFNγ分泌させることを考えつき、この遺伝
子治療とDC療法との併用による抗腫瘍効果につ
いて検討した。
　初めに、腫瘍細胞への遺伝子導入効率について
検討した。方法はC3H/Heマウスの背側に骨肉腫
細胞株（LM8）を増殖させ、GFPプラスミドを新規
人工ベクターで内包して腫瘍内（i.t.）および尾静脈
内（i.v.）に投与し、投与48時間後にGFP発現細胞を
測定した。結果、GFPの発現はi.t.では投与部位を中
心に限局的に、i.v.では腫瘍内の血管を中心に巣状
に分布することが観察され、腫瘍細胞への導入効
率はそれぞれ8.7％、10％と同程度であったと報
告した。
　次に、演者は遺伝子治療とDC療法の併用におけ
る治療効果を検討した。LM8接種後12日のマウス
を用いて、IFNγプラスミドあるいはコントロール
プラスミドを内包した人工ベクターをそれぞれi.t.
またはi.v.投与し、翌日にマウス骨髄由来DCをi.t.投

与する４つの併用群、DCの併用なしにIFNγプラ
スミド内包ベクターのi.v.投与のみのIFNγ単独
群、および無処置群の６群を設け、７日ごとに４回
治療を繰り返した。処置開始日より２～３日毎に
腫瘍体積を測定し、治療効果を評価した。結果、無
処置群と比較してIFNγプラスミドのi.v.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、i.t.投
与との併用群では抑制傾向が見られた。一方、IFN
γプラスミドのi.v.投与単独群では腫瘍の成長は
抑制されなかった。このことから、IFNγ遺伝子の
腫瘍細胞への導入により、DC療法の効果が高まる
ことを報告した。
　また、要旨に記載はなかったが、IFNγを長期投
与すると抑制細胞が誘導されるとの報告があるこ
とから、IFNγに代えてDCの成熟・活性化に関与す
るCD40リガンドを同様の実験を実施し、CD40リ
ガンド遺伝子治療とDC療法の併用の治療効果を
併せて報告した。結果は、無処置群と比較して
CD40リガンドプラスミドのi.v.投与、i.t.投与とDC
の併用群では腫瘍の成長は有意に抑制され、一方、
DCを併用しない群では無処置群との差は認めな
かった。
　演者はこれらの成績から本講演を総括して、樹
状細胞の腫瘍内投与とINFγの遺伝子治療の併用
は腫瘍の成長を抑制する傾向があり、CD40リガン
ドの遺伝子治療との併用では腫瘍の成長は有意に
抑制されたことから、遺伝子治療とDC療法との併
用はがん治療に有用であると締めくくった。
　競走馬の臨床では、がんに対する活性化リンパ
球療法や樹状細胞療法などの治療法は馴染みがな
い。しかし、芦毛のメラノーマや、レアケースでは
あるが胸腔内や腹腔内に形成された腫瘍に対する
抗腫瘍治療法としては、今後の応用を検討する必
要が生じるかも知れないと考えている。最後にな
るが、演者の所属する大阪府立大学の先端病態解
析学講座はDC療法以外にも犬iPS細胞を作製し
て、血小板に誘導することにも成功している。獣医
学領域では彼らの再生医療研究のレベルは突出し
ているように思え、さらなる研究の発展に大いに
期待を寄せている。
　また、私は獣医学会期間中に開催された「動物用
ワクチン̶バイオ医薬品研究会　2015シンポジ

ウム」にシンポジストとして招聘され、「競走馬の
腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療」というテー
マで講演した。以下にその要旨とシンポジウムの
プログラムを記載する。

○競走馬の腱・靱帯損傷に対する幹細胞移植治療
の実際

笠嶋快周（JRA競走馬総合研究所）
　浅指屈筋腱の損傷は競走馬に多発する運動器疾
患の一つである。浅指屈筋腱はヒトの解剖学的に
手掌や手指に位置する腱であり、ウマにおいても
前肢端に位置する腱である。しかし、その腱の役割
はヒトとウマで大きく異なり、四足歩行動物であ
るウマにとって浅指屈筋腱は機能的にはヒトのア
キレス腱と同等の働きを担う。故に、アスリートに
アキレス腱の損傷が多発するように、競走馬に浅
指屈筋腱の損傷が多いという現実は必然的でもあ
る。
　獣医学で“屈腱炎”と呼ぶウマの浅指屈筋腱の損
傷（tendinopathy）は、「調教」という日々繰り返さ
れる運動負荷による腱組織の退行性変化に起因す
る。この“屈腱炎”は競馬関係者から「不治の病」と
忌み嫌われる。「不治」たる所以は、腱組織の治癒に
は長期間の休養を要するにも係わらず、運動再開
後の再発率が極めて高いという現実に基づく。何
故、屈腱炎の再発率が高いのだろうか？それは、屈
腱炎の治癒とは損傷を受けた腱組織の「瘢痕組織」
による置換修復という顛末を意味しているに過ぎ
ないからである。すなわち、長期間休養後も、決し
て元の組織に復さず、本来の組織強度を取り戻す
ことはないために再発は後を絶たない。そこで、瘢
痕形成を極力抑え、本来の腱組織に近い組織とし
て修復・再生されることが期待される治療法とし
て組織再生医療が注目されてきたのである。
　大きな制約の下で試験的臨床応用が始まろうと
しているヒトの再生医療に対して、欧米のウマ獣
医療では既にコマーシャルベースでの幹細胞移植
治療が展開されている。マウスやウサギなどの実
験小動物では、損傷部への幹細胞の移植治療によ
り腱組織の治癒が促進され、組織強度や物理的特
性が本来の腱組織に近づくことが報告されてきた
が、ウマを用いた研究では幹細胞の移植効果を科

学的に立証した報告は少ないのが現状である。本
講演では、競走馬に多発する“屈腱炎”の臨床的背
景や病態、それに対する幹細胞移植治療ついて手
技を説明するとともに、この臨床を支えるために
私達が取り組んできた研究について紹介したい。

(笠嶋快周)

○デキストリン大量投与によるウマの食餌性蹄葉
炎発症モデルの作製

琴寄泰光ら（JRA競走馬総合研究所）
　【背景と目的】食餌性蹄葉炎の実験的発症法につ
いては、様々な報告がある。競走馬ではデンプンが
多給されていることからデンプン法に注目してき
たが、発症率が高くない。そこで、デンプンの分解
産物デキストリンの大量投与による蹄葉炎発症モ
デルを考案し、その有用性について検討した。【材
料と方法】供試馬はサラブレッド種馬8頭とした。
デキストリン水溶液(15g/kgBW)を5時間のイン
ターバルで2回に分けて経鼻投与後、臨床症状を
観察するとともに経時的に採血(投与直前、投与10
時間まで1時間毎、投与48時間まで4時間毎)した。
血液検査項目は、血中インスリン、グルコースおよ

びエンドトキシン濃度とした。跛行はObelの跛行
分類に従い、病理組織所見は投与後48時間で
Pollitt & vanEpsの蹄葉炎の病理組織分類に従って
評価した。【結果】全例において、投与20時間前後
から下痢（1頭で軽度の疝痛）に続き末梢循環の悪
化が認められた。投与30時間後からグレードⅡ－
Ⅳの跛行が出現し、蹄葉炎と診断された（病理組織
所見はステージ1-4）。エンドトキシンの平均値は
比較的低値(概ね0.02 EU/ｍL以下)で推移し、グル
コースは通常飼料時に比べ長時間にわたり高い値
で推移し、インスリンのピークは通常飼料時の2
倍の長時間にわたって続いていた。なお、各血液検
査項目の曲線下面積と跛行・病理組織グレードに
相関は認められなかった。【考察】簡便なデキスト
リン水溶液の経鼻投与により、蹄葉炎以外の重篤
な臨床症状を伴うことなく高率（100％）に食餌性
蹄葉炎の発症を誘導できたことから、本法は、有用
な発症モデルであると考えられた。今後は、本モデ
ルを用いて新たな早期診断・治療法などに関する
研究を行いたい。
　質疑応答では、炎症マーカー（SAA）の測定とそ
の値の推移、ならびに蹄葉炎の可逆性についての
質問があった。SAA値は、蹄葉炎の症状の出現に呼
応するように上昇していったが、蹄葉炎症状の約
10時間前から出現している軽度の消化器症状（下
痢）との因果関係が否定できなかった点を回答し
た。また、蹄葉炎の病態形成期・急性期にあたる初
回投与後48時間までの期間に一度悪化した跛行
が良化した個体はおらず、病理所見については葉
状層の表皮葉と真皮葉および基底膜に生じた変化
が今回の実験期間中には修復し得ないと回答し
た。併せて、実験期間終了後に安楽死せず長期間に
わたり装蹄療法や消炎鎮痛処置を駆使した場合、
完全な回復ではなくQOLは低くなるものの、葉状
層が徐々にその機能を回復する可能性はあること
を説明した。

○無線体温センサによる牛体表温測定法の検討
宮本　亭ら（動物衛生研究所）

　【目的】体温は牛の健康を評価し、肺炎などの疾
患を早期発見する上でもっとも基本的な指標であ
るが、多頭飼育下では個体ごとの体温を頻繁に測

定するのは困難である。そこで多頭数の体温を
数ヶ月間にわたって、無線測定できる体表温セン
サを開発し、その有用性を確認するため、健康牛、
実験的肺炎牛を用いて、体表温と直腸温との関連
について検討した。【方法】産業技術総合研究所が
開発した無線体温センサをマジックテープを使っ
た装着器具を用いて尾根部に固定した。データは
牛舎内に設置した受信用アンテナで受信し、これ
に接続したPC内に蓄積した後、解析した（測定間
隔は1分）。また直腸温測定には水銀体温計を用
い、1日2回（10時および4時）測定した。供試牛とし
ては、ホルスタイン雄子牛（24カ月齢）8頭を用い
た。そのうち4頭には、ファイバースコープを用い
てH. somni 23361株を左肺前葉後部に接種（菌数：
1×108/頭）し、摂取前後2週間にわたって体温測
定を行った。【結果および考察】牛の体表温は、横臥
状態から起立した後、約10-20分間にわたり
0.5-1℃程度低下することが判明した。この短期的
な変動を除去するため、各測定時の前後15分の最
高値を体表温データとして解析に用いた。健康牛
では体表温は直腸温に比べて、1-2℃程度低く推移
したが、同様の日内変動パターンを示した。実験感
染牛でも、体表温は直腸温とほぼ同様の変動を示
し、両者間に有意な相関が認められた。以上の結果
から、無線体温センサで測定した牛尾根部体表温
は、有用な体温指標になると考えられる。
　質疑応答では、測定値の安定性と外気温の影響
の有無について質問したが、実際の測定値は僅か
に不安定であり短時間に連続で得られた5回分の
測定値のうち最高値を採用するといった手法を
とっていること、また外気温は確かに不安定要素
となっており今後も研究を続ける予定との回答を
得た。多頭飼育の牛だからこそ必要性の高い研究
であると言える。しかし、旧来の水銀体温計の生産
が終了していること、既存の電子体温計でウマの
直腸温を測定するのに最適な形状をした商品が未
だ無いことを考慮すると、サラブレッドの臨床現
場において肺炎や腸炎などによる入院馬などに対
しては有用な代用品となり得る。安定性や外気温
の影響といった問題がクリアーできれば、特に頻
繁な体温モニタリングが必要となる症例において
利便性が高いシステムだと考えられた。

(琴寄泰光)

○競走馬におけるClostridium difficile感染症と非
Clostridium difficile腸炎の特徴について

黒田泰輔ら(JRA競走馬総合研究所)
　ウマのClostridium difficile感染症（CDI）は急性下
痢症として知られており、日本においても発生が
報告されている。一方で、同様の症状を示しながら
Clostridium difficileが分離されない非CDI腸炎も発
生しており、特に近年では発症馬が急増している。
本報告ではCDIと非CDIに対して回顧的調査を実
施し、それぞれの疾病の特徴について検討した。
2011年から2014年までにJRA施設において腸炎
と診断されたサラブレッド種競走馬の内、病原検
査を実施し、Clostridium difficileが分離されCDIと
診断した症例20頭と、Clostridium difficileを含む腸
炎に関連する病原体が分離されなかった症例41
頭を非CDI腸炎とし、合わせて61頭を対象とした。
調査項目は予後、臨床経過、発症前の各種因子(手
術、輸送、抗菌薬)とした。CDIにおいては20頭中16
頭(80%)が死亡したのに対し、非CDIでは41頭中
17頭(41.5%)であり、CDIは有意に高い致死率を示
した。症状や血液所見においては両疾病に差は認
めなかったが、いずれもPCV値やBUN値の上昇を
伴う症例や腹囲膨満を認める症例においては予後
が悪化する傾向が認められた。手術後の発症はCDI
において11頭(55%)、非CDIで3頭(7.3%)、輸送後発
症はCDIで3頭(15%)、非CDIで20頭(48.7%)であっ
た。また、発症前の抗菌薬の投与についてはすべて
のCDI症例で行われていたが、非CDIでは10頭
(24.3%)のみであった。海外の同様の報告ではCDI
の致死率は26%、非CDIでは17%と報告されてお
り、本調査における腸炎の致死率は高く、特にCDI
は極めて高い致死率であった。症状においては両
者に明瞭な違いは認めず、循環状態が悪化する症
例や腹囲膨満を示す症例の治療は非常に困難であ
ることが示された。また腸炎発症の因子としてCDI
については事前の抗菌薬投与と手術が、特発性腸
炎では輸送が多く認められた。しかし、発症には多
くの因子が複雑に関連しており、原因追及にはさ
らなる調査が必要と考えられた。
　座長の南保先生より抗菌薬投与後の発症につい

て、その抗菌薬の種類について質問があった。それ
に対し、セファロスポリンが多いもののキノロン
系、テトラサイクリン系、ペニシリン系抗菌薬でも
発症が認められている。セファロスポリンは非常
に多くの症例に使用されているため、その他の抗
菌薬と比較してリスクが高いかどうかは現状では
不明であると説明した。

○堆肥を介した豚糞便由来Clostridium difficileの
ヒトへの伝播の可能性

川倉茉祐子ら（酪農学園大学）
　現在ウマにおいて問題となっているClostridium 
difficileであるが、ウマのみならず、ヒト、イヌ、ウ
シ、ブタで報告されている病原体である。同グルー
プは昨年の獣医学会においてブタ糞便から
Clostridium difficileが分離されることを報告して
いるが、本報告では、それらが堆肥中に残存する可
能性を示した。
　調査では6都道府県の9牧場を対象に豚糞便堆
肥20検体を対象にし、Clostridium difficileの有無を
調査したところ、11検体（55%）から31株の
Clostridium difficileが分離された。それらのうち
32％は病原性を持つ強毒株であり、ヒトや本会の
ウマからも分離されている078株も8株分離され
た。本来、糞便は堆肥化の過程では熱などにより多
くの菌が死滅するが、芽胞菌であるClostridium 
difficileは残存してしまうことが明らかとなった。
Clostridium difficile感染症は菌の伝播に加えて抗
菌薬の投与などの各種因子が発症に関わっている
と考えられており、堆肥における残存が野菜など
の生鮮食品を通じてパンデミックを引き起こす可
能性は低いものの、このルートを通じてヒトやウ
マなどに伝播している可能性は十分考えられる。
また、多くのウマ糞便もブタと同様に堆肥化して
おり、ヒトへの影響を考慮してウマ糞便堆肥にお
いても同様の調査が必要になるかもしれない。

（黒田泰輔）

○超音波エラストグラフィを用いたウマ浅屈腱炎
の修復評価

田村周久ら (JRA競走馬総合研究所)
　浅屈腱炎を発症したウマのリハビリテーション

を安全に実施する上で、損傷腱の組織強度の回復
程度を把握することは重要である。超音波Bモード
で得られる組織の構造的な情報に、硬さ情報を色
調で付与する超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いると、損傷部の組織強度を生体のまま評価でき
る可能性があるため、本研究では浅屈腱炎発症例
の修復評価にRTEが利用可能か検討することを目
的とした。材料と方法として、JRA総研・常磐支所
に在厩する6頭の浅屈腱炎発症例に対し、発症か
ら40週までの期間、BモードおよびRTEによる縦断
像超音波検査を概ね４週毎に実施した。腱損傷部
の回復に関する指標として、Bモードによるグレー
スケール比(GR：損傷部と周囲の健常部のエコー輝
度の比)と、RTEによるストレイン比(SR：損傷部と
基準になり得るゲルカプラーのひずみの比)を記
録した。またRTEでは、腱損傷部の色調を検査者が
判断し、グレード化する色調評価法(CSG：1＝青色
から緑色・硬い、2＝黄色・やや柔らかい、3＝赤色・
柔らかい)を併せて実施した。その結果は、GRは発
症後に急上昇し、損傷部と周囲の健常部のエコー
輝度が同程度になった8週目以後は変化しなかっ
た。一方、SRおよびCSGは、発症からの経過期間に
応じて40週目までそれぞれ漸増および漸減した。
これらのことから、SRおよびCSGの推移は、修復の
進行に合致した腱組織の組織強度を評価できたこ
とを示唆している。また、GRによる評価は8週目以
降に難しくなったが、SRおよびCSGはそれ以降も
漸次変化したことから、定期的なRTE検査によっ
て損傷腱の回復状態を詳細に評価することは、安
全なリハビリテーションの実施に寄与すると考え
られた。
　質疑応答において、フロアから健常な腱組織の
色調に関して質問があったため、一般的に我々が
対象としている競走馬の立位における健常な腱組
織は、本設定において青色で見えることを説明し
た。また、質疑応答後のフロアにおいて、超音波エ
ラストグラフィ検査は測定対象領域における相対
的な硬さを色調表現しているために、その他の部
位に極端に柔らかい、または堅い部位が存在する
場合は、健常な腱組織であっても異なる色調で表
現される可能性を説明した。
○人用ビデオ気管支鏡の牛への応用に関する基礎

的研究
竹中悠人ら(帯広畜産大学)

　ビデオ気管支鏡Ambu aScope3 （株式会社　東
機貿：東京）は、人用に開発されたディスポーザブ
ルの気管支鏡であり、従来の内視鏡に比べて非常
に安価で操作が簡便である。本調査ではAmbu 
aScope3の画質について従来の内視鏡と比較・検
討するとともに、ウシに対する有用性について検
討した。材料および方法としてAmbu aScope3は
画像を捉えるスコープ部分と画像を観察・記録す
るモニタ部分から構成され、スコープには直径
3.8mmの細いもの（3.8mmスコープ）と直径
5.0mmの太いもの（5.Ommスコープ）の2種類があ
る。基本的にスコープ先端に取り付けられたビデ
オカメラによって撮像され、送気孔やチャンネル
操作も可能な構造となっている。臨床応用に際し
ては、基本的に適応範囲が広いと考えられる
3.8mmスコープを使用した。モニタ部分では静止
画撮影と動画撮影が可能である。基本的な画質に
ついての検討は、内部に黒紙を張った暗箱内に印
刷物を置き、これを観察した。牛に対する応用で
は、成牛および子牛に対して無麻酔保定下に使用
した。その結果として、3.8mmスコープと 5.Omm
スコープとの画質の比較では、画像としてはそれ
ほど変わりがないものの、光量は5.0mmスコープ
で3,500 Luxあるのに対して3.8mmスコープでは
2,350 Lux と明らかに5.0mmスコープの方が上
回っていた。本学動物医療センターで使用してい
る従来の膀胱鏡（購入後8年経過）との比較では、
光量・解像度ともにAmbu aScope3の方が優れて
いた。無麻酔下の牛に対する応用では、鼻腔内から
咽頭部、さらに気管内の観察、膀胱内の観察では大
がかりな保定をすることなく比較的良好な画像が
得られた。しかし、耳道内の観察では、成牛・子牛と
もにスコープを挿入して鼓膜まで観察することは
困難であった。操作中の事故を想定して、意図的に
スコープを180度屈曲させて観察したが、屈曲前
後において画質に大きな差は認められなかった。
以上のことからAmbu aScope3の画質は従来の膀
胱鏡と比較しても遜色がなく、従来の内視鏡を応
用するにあたって破損する危険性が高い牛につい
ても十分に応用可能であると考えられた。

　本製品の有効長は60cmであり、操作部分も含め
た最大長は80cmである。そのため、ウマ臨床への
応用を考えると咽喉頭部の観察は可能なものの気
管内部を十分に検査することが難しい。その一方
で、従来の内視鏡と比較して、軽量であり、1本5万
円程度のディスポーザル製品であるため、機器の
取り扱いは容易であり、破損した場合も取り替え

が可能である。そのため、日常的な咽喉頭部の観察
や、喉嚢炎症例に対する喉嚢の洗浄、および試験的
な腹腔内検査時の腹腔鏡として臨床応用できる可
能性があると考えられた。

(田村周久)
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　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)
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　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)
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　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)
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　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)



（81）

　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

第26回日本臨床スポーツ医学会

　日本臨床スポーツ医学会学術集会は今年で26
回を迎える学術大会であり、スポーツ障害に対す
る治療や発症要因に関する演題が中心であった。
下肢のoveruse障害や肉離れ、アキレス腱治療と
いった競走馬にも適応できそうな概念、演題も多

いように感じた。以下に興味深い演題を紹介する。

○下腿の回旋可動域に左右差および性差は存在す
るか

柵木正也（新潟医療福祉大学）

　前十字靭帯（ACL）損傷と下腿回旋運動の関連性
は指摘されているが、ACL損傷と下腿回旋弛緩性
との関連に関する報告は見当たらない。筆者らが
独自に開発した回転円盤下腿回旋測定器

（RotorMeter）によって健常者の下腿回旋可動域の
左右差および性差について検討した発表である。
RotorMeterとは、下腿の外旋および内旋の程度を
簡便に観察できる測定器である。被験者は股関節
90度、膝関節90度に固定され、回転式の円盤の上
に専用のブーツを履く。その後、８Nmの負荷トル
クをかけ、外旋および内旋方向の可動域を測定し、
両者の和を可動域とした。左右差は存在しなかっ
たが、男性よりも女性の方が可動域は大きかった。
女性の方が下腿回旋弛緩の程度は大きいことか
ら、男性よりもACL損傷リスクが高いのではない
かと考察していた。今後はACL既往者を測定し、回
旋角度の和が大きいかどうかを測定する予定だと
いうことだった。エストロジェンやプロジェステ
ロンの女性ホルモンは骨格筋や腱の柔軟性が増す
という報告もあるため、演者に女性の性周期は揃
えていたか尋ねたが、本発表では揃えていないと
いうことだった。
　ウマにおいても、浅指屈腱炎発症率は牡の方が
牝よりも高いため、腱や靭帯の故障率には性差が
あることが考えられる。本発表のように球節の外
旋および内旋の程度を調査できるような方法がで
きれば回旋の程度に性差があるかもしれない。ま
た、回旋可動域が大きい馬、小さい馬と分けること
ができれば、故障の予防の一助になり得る可能性
はあると思われた。

○疲労が走動作中の体幹・下肢筋活動に及ぼす影
響

松永直人（早稲田大学）
　疲労により前十字靭帯損傷のリスク発症が上が
るといった報告もあることから、疲労と怪我は密
接な関係にあると考えられている。本発表では、走
動作時（10km/h）の体幹および下肢筋の筋活動を
調査し、疲労が筋活動に及ぼす影響を明らかにす
ることとした。若年健常男性8名を対象とし、測定
は全て右側で行った。走動作の1周期を立脚期（右
脚接地～離地）、遊脚前期（右脚離地～左足接地）、

遊脚中期（左脚接地～離地）および遊脚後期（左脚
離地～右脚接地）の4期に分割し、各期の％MVCを
算出した。疲労介入は最大心拍数の70％の強度で
10分間走とした。疲労介入前の遊脚期3期の筋活
動量を比較した。また、疲労が筋活動に及ぼす影響
を明らかとするために、疲労介入前後の各期の筋
活動量を比較した。
　疲労介入前の遊脚期3期の比較より、遊脚後期
に外側広筋の活動が他の2期より大きく、大殿筋
および中殿筋も同様の傾向を示した。また、疲労介
入前後の各期の筋活動量の比較より、遊脚後期の
中殿筋、および外側広筋の活動量が介入前に比べ
介入後に有意に低下した。遊脚後期における外側
広筋、大殿筋および中殿筋の活動は、着地の衝撃に
対して股関節および膝関節を安定させるための前
活動であったと考えられる。また、疲労介入後の外
側広筋と中殿筋の活動量の低下は、着地時の股関
節および膝関節の安定性を低下させ、障害のリス
クとなる可能性が示唆された。
　本発表は膝関節および股関節周囲筋活動の低下
により、関節の不安定性が示唆されている。ウマの
場合でも筋疲労によって関節や靭帯の不安定性が
起こる可能性は十分にあると思われるので、今後
実験系を考えていきたい。

○ノンコンタクト前十字靭帯損傷の受傷部位にお
ける応力可視化の試み　―有限要素モデルを用い
た検討―

加藤茂幸（広島国際大学）
　前十字靭帯損傷には接触型と非接触型（ノンコ
ンタクト）がある。接触型はアメリカンフットボー
ルのタックル等で多いことが知られているが、損
傷患者の多くは非接触型である。非接触型前十字
靭帯（ACL）損傷は受傷場面の解析により損傷肢位

（肢がどのような方向を向いているか）は明らかに
なりつつあるが、その瞬間の膝関節内の靭帯へど
のように過度なストレスが加わるかを検証するこ
とは困難である。そこで本研究では有限要素モデ
ルを構築し、先行研究の損傷肢位を再現しACLに
生じる負荷を検討した。対象は片側ACL再建女性
の反体側健常膝関節10膝である。MRIからコン
ピュータ上に大腿骨―ACL－脛骨複合体を構築

し、有限要素法を用いたコンピュータシミュレー
ションを行った。その結果、脛骨内旋10度かつ外
反15度および、外旋10度かつ外反15度ともにACL
にかかる負荷量は20MPa以下だった。さらに脛骨
前方移動をシミュレーション条件に加えて解析を
行った結果、内旋5度―外反8度―脛骨前方移動5
ｍｍでACLには50~60MPaの応力が生じた。ACL
に生じる負荷は、脛骨回旋と外反の2方向のシ
ミュレーションより、脛骨前方移動を加えた3方
向の動きにおいて高値だった。脛骨前方移動を制
御することによってACLへの負荷が軽減される可

能性が示唆された。
　競走馬の事故においてよく議論されるのは、肢
にかかる力と故障の関係である。走行速度が増す
と肢にかかる力が増加して故障が増えると言われ
て久しいが、ウマの全力疾走時の床反力のデータ
を得ることは困難であり、故障と肢にかかる力は
不明な点が多い。本発表のような複合的にかかる
力と故障の関係を検討していけば、遅い速度でも
新たな発見があるかもしれない。

（髙橋佑治）
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　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　日本臨床スポーツ医学会学術集会は今年で26
回を迎える学術大会であり、スポーツ障害に対す
る治療や発症要因に関する演題が中心であった。
下肢のoveruse障害や肉離れ、アキレス腱治療と
いった競走馬にも適応できそうな概念、演題も多

いように感じた。以下に興味深い演題を紹介する。

○下腿の回旋可動域に左右差および性差は存在す
るか

柵木正也（新潟医療福祉大学）

　前十字靭帯（ACL）損傷と下腿回旋運動の関連性
は指摘されているが、ACL損傷と下腿回旋弛緩性
との関連に関する報告は見当たらない。筆者らが
独自に開発した回転円盤下腿回旋測定器

（RotorMeter）によって健常者の下腿回旋可動域の
左右差および性差について検討した発表である。
RotorMeterとは、下腿の外旋および内旋の程度を
簡便に観察できる測定器である。被験者は股関節
90度、膝関節90度に固定され、回転式の円盤の上
に専用のブーツを履く。その後、８Nmの負荷トル
クをかけ、外旋および内旋方向の可動域を測定し、
両者の和を可動域とした。左右差は存在しなかっ
たが、男性よりも女性の方が可動域は大きかった。
女性の方が下腿回旋弛緩の程度は大きいことか
ら、男性よりもACL損傷リスクが高いのではない
かと考察していた。今後はACL既往者を測定し、回
旋角度の和が大きいかどうかを測定する予定だと
いうことだった。エストロジェンやプロジェステ
ロンの女性ホルモンは骨格筋や腱の柔軟性が増す
という報告もあるため、演者に女性の性周期は揃
えていたか尋ねたが、本発表では揃えていないと
いうことだった。
　ウマにおいても、浅指屈腱炎発症率は牡の方が
牝よりも高いため、腱や靭帯の故障率には性差が
あることが考えられる。本発表のように球節の外
旋および内旋の程度を調査できるような方法がで
きれば回旋の程度に性差があるかもしれない。ま
た、回旋可動域が大きい馬、小さい馬と分けること
ができれば、故障の予防の一助になり得る可能性
はあると思われた。

○疲労が走動作中の体幹・下肢筋活動に及ぼす影
響

松永直人（早稲田大学）
　疲労により前十字靭帯損傷のリスク発症が上が
るといった報告もあることから、疲労と怪我は密
接な関係にあると考えられている。本発表では、走
動作時（10km/h）の体幹および下肢筋の筋活動を
調査し、疲労が筋活動に及ぼす影響を明らかにす
ることとした。若年健常男性8名を対象とし、測定
は全て右側で行った。走動作の1周期を立脚期（右
脚接地～離地）、遊脚前期（右脚離地～左足接地）、

遊脚中期（左脚接地～離地）および遊脚後期（左脚
離地～右脚接地）の4期に分割し、各期の％MVCを
算出した。疲労介入は最大心拍数の70％の強度で
10分間走とした。疲労介入前の遊脚期3期の筋活
動量を比較した。また、疲労が筋活動に及ぼす影響
を明らかとするために、疲労介入前後の各期の筋
活動量を比較した。
　疲労介入前の遊脚期3期の比較より、遊脚後期
に外側広筋の活動が他の2期より大きく、大殿筋
および中殿筋も同様の傾向を示した。また、疲労介
入前後の各期の筋活動量の比較より、遊脚後期の
中殿筋、および外側広筋の活動量が介入前に比べ
介入後に有意に低下した。遊脚後期における外側
広筋、大殿筋および中殿筋の活動は、着地の衝撃に
対して股関節および膝関節を安定させるための前
活動であったと考えられる。また、疲労介入後の外
側広筋と中殿筋の活動量の低下は、着地時の股関
節および膝関節の安定性を低下させ、障害のリス
クとなる可能性が示唆された。
　本発表は膝関節および股関節周囲筋活動の低下
により、関節の不安定性が示唆されている。ウマの
場合でも筋疲労によって関節や靭帯の不安定性が
起こる可能性は十分にあると思われるので、今後
実験系を考えていきたい。

○ノンコンタクト前十字靭帯損傷の受傷部位にお
ける応力可視化の試み　―有限要素モデルを用い
た検討―

加藤茂幸（広島国際大学）
　前十字靭帯損傷には接触型と非接触型（ノンコ
ンタクト）がある。接触型はアメリカンフットボー
ルのタックル等で多いことが知られているが、損
傷患者の多くは非接触型である。非接触型前十字
靭帯（ACL）損傷は受傷場面の解析により損傷肢位

（肢がどのような方向を向いているか）は明らかに
なりつつあるが、その瞬間の膝関節内の靭帯へど
のように過度なストレスが加わるかを検証するこ
とは困難である。そこで本研究では有限要素モデ
ルを構築し、先行研究の損傷肢位を再現しACLに
生じる負荷を検討した。対象は片側ACL再建女性
の反体側健常膝関節10膝である。MRIからコン
ピュータ上に大腿骨―ACL－脛骨複合体を構築

し、有限要素法を用いたコンピュータシミュレー
ションを行った。その結果、脛骨内旋10度かつ外
反15度および、外旋10度かつ外反15度ともにACL
にかかる負荷量は20MPa以下だった。さらに脛骨
前方移動をシミュレーション条件に加えて解析を
行った結果、内旋5度―外反8度―脛骨前方移動5
ｍｍでACLには50~60MPaの応力が生じた。ACL
に生じる負荷は、脛骨回旋と外反の2方向のシ
ミュレーションより、脛骨前方移動を加えた3方
向の動きにおいて高値だった。脛骨前方移動を制
御することによってACLへの負荷が軽減される可

能性が示唆された。
　競走馬の事故においてよく議論されるのは、肢
にかかる力と故障の関係である。走行速度が増す
と肢にかかる力が増加して故障が増えると言われ
て久しいが、ウマの全力疾走時の床反力のデータ
を得ることは困難であり、故障と肢にかかる力は
不明な点が多い。本発表のような複合的にかかる
力と故障の関係を検討していけば、遅い速度でも
新たな発見があるかもしれない。

（髙橋佑治）
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　第30回日本整形外科学会基礎学術集会は、「さ
らなる高みへの挑戦」をテーマに富山県の富山国
際会議場で平成27年10月22日から23日まで開催
された。ポスターも合わせると628題の一般演題
が実施され、他にも整形外科全般に関する幅広い
内容のシンポジウムやパネルディスカッション、
特別講演および教育研修講演が開催された。以下
にその概要を報告する。
　Muse細胞は、東北大学の研究チームにより発見
された非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であり、
近年、様々な組織で組織修復に深く関わっている
と報告されている。Muse細胞は骨髄や真皮、脂肪
組織のような間葉系幹細胞に存在し、自発的また
はサイトカインの誘導により、単一の細胞から三
胚葉すべての細胞に分化可能な原始的で極めて高
い分化能力を有する。私たちも、ウマ骨髄中に
Muse細胞が存在していると仮説を立てているが、
証明するには至っていない。下記の報告ではこの
Muse細胞の分離および軟骨分化能について検討

していたので紹介する。

○骨髄細胞中のMuse細胞は塩基性線維芽細胞増
殖因子（bFGF）添加によって増加し軟骨分化能を
維持する

目良　恒ら（武庫川女子大学）
　本研究ではin vitroにおいてbFGF添加による骨
髄細胞（BMSC）単離とMuse細胞との関係、および
軟骨分化能について検討していた。
　実験方法は、健常ドナー（n=6）の新鮮骨髄液を
フラスコに播種し、bFGF添加の有無の2条件でP0
の接着細胞を得て、それらを回収し、bFGF非添加
細胞を①10%FBS、②5%FBSに、bFGF添加細胞を③
5%FBS（bFGFあり）に継代培養し、免疫細胞染色と
軟骨分化誘導実験に用いた。免疫細胞染色は培養
4日目でSSEA-3とCD105の2重陽性細胞をMuse細
胞として検出した。また、軟骨分化誘導実験は上記
3条件で90%サブコンフルエントまで増殖した細
胞を回収し、3週間のペレットカルチャーを行い、

サンプルの湿重量、GAG/DNA量およびサフラニン
O染色で比較した。
　結果、免疫細胞染色にてMuse細胞は③の条件で
多量に検出された。特にSSEA-3は他の２条件では
ほとんど検出されず、CD105も信号強度は弱かっ
た。また、③で得られた細胞の軟骨分化能は、湿重
量、GAG/DNA量およびサフラニンO染色とも、他
に較べて有意に亢進した。
　動物実験からbFGFの関節内投与は軟骨修復を
促進することが報告されてきた。その機序として
はbFGFによるMSCの遊走性の亢進が考えられて
いるが、修復に関与する細胞の起源は明らかと
なっていない。本研究では、in vitroではあるが、
bFGFの添加により分化誘導前の骨髄細胞中の
Muse細胞は非添加群より多く検出され、軟骨分化
能の亢進に寄与する細胞の起源である可能性が示
唆された。演者らは、同様な現象がin vivoのbFGF
関節内投与による軟骨修復に生じていることを想
定し、Muse細胞は軟骨修復を担う細胞の一部であ
ると考え、更なる検討を重ねたいと締めくくった。

○腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定
大石　歩ら(信州大学)

　miRNA(マイクロRNA)とは、ゲノム上にコード
され、多段階的な生成過程を経て最終的に20から
25塩基長の微小RNAとなる機能性核酸である。こ
の鎖長の短いmiRNAは機能性のノンコーディング
RNA(タンパク質へ翻訳されないRNAの総称)に分
類され、ほかの遺伝子の発現を調節するという、生
命現象において重要な役割を担っている。近年、細
胞の分化・増殖を制御する特異的なmiRNAが、骨や
軟骨をはじめとするいくつかの間葉系組織で同定
されている。しかし、腱細胞の分化に特異的な
miRNAは未だ同定されておらず、腱細胞分化のメ
カニズムについても不明な点が多い。
　演者らの研究グループでは多分化能を持つマウ
ス筋芽細胞株をGDF-8（マイオスタチン）で刺激す
ることで腱細胞へ分化誘導する培養系を報告して
きた。その研究背景の下、本研究では同培養系を用
いて、腱細胞分化に特異的なmiRNAの同定に取り
組んでいたので、その概要を紹介する。
　無血清培地にGDF-8を添加し、マウス筋芽細胞

株を5日間培養後にtotalRNAを抽出し、マイクロア
レイにより腱誘導前後におけるmiRNAの発現量を
解析した。GDF-8刺激後に発現量が2倍以上増加し
たmiRNAの中から、3つの標的予測プログラム

（MiRanda, TargetScan, DI-ANA MicroT Analyzer）
を用いて、2倍以上に増加したmiRNAの標的遺伝
子をリストアップし絞り込みを行った。また、絞り
込んだmiRNAの腱誘導前後における発現量をリア
ルタイムPCRで定量した。
　結果は、腱誘導前後で2倍以上に発現が増加し
たmiRNAは7種類あった。プログラムにより予測
された膨大な量の標的遺伝子の中から、①3つの
どのプログラムでも同様に候補にあがるもの、②
複数の生物間でも配列が保存されているもの、③
過去の報告で腱細胞の分化を制御している可能性
のあるもの、これらの3つの条件を満たすものを
本研究の標的遺伝子とし、Smad7がピックアップ
された。そして、このSmad7を標的遺伝子をター
ゲットとするmiRNAは先の7種類のうち3種類

（miR-34-5p, miR-322およびmiR-214）あり、
miR-34-5pとmiR-322はGDF-8非添加の無血清培
養でも発現が上昇していたのに対し、miR-214は
GDF添加培養でのみで発現が上昇していた。
　このSmad7はSmad2/3シグナルの抑制蛋白で
あることが知られており、共同研究者によって
Smad2/3シグナルの抑制は腱細胞の分化を抑制す
ることが明らかとなった。よって、miR-214は
Smad7を抑制することで腱細胞への分化を正に制
御している可能性があると結論した。
　私たちも東京農工大硬蛋白質研究施設の新井克
彦教授とともに長年にわたり腱細胞の分化メカニ
ズムの解明に取り組んでおり、生体腱組織を模倣
再現した培養系の確立やサイトカイン添加培養に
よる腱特異マーカーの発現の変化について検討し
てきた。私たちはGDF-5,6,7の添加培養によりウマ
骨髄幹細胞が腱特異蛋白であるテノモジュリンの
発現を上昇させることを確認している。本研究で
はGDF-8を誘導因子として用いていることや、マ
ウス筋芽細胞の腱誘導であり、ウマ幹細胞の腱分
化経路とは相違があると思われるが、miRNAの解
析手法について学ぶことが多く、非常に興味深い
発表であった。

(笠嶋快周)

○筋細胞分化におけるplatelet-rich-plasma投与
効果の検討

高瀬史明ら（神戸大学）
　肩腱板損傷は30代以上のヒトにおいて頻発し、
特に腱板断裂に至るとその治癒が困難となる。頻
発部位は棘上筋腱の上腕骨付着部周囲で、腱線維
－線維軟骨－骨組織という組織移行が破綻してし
まう。肩腱板断裂では、修復段階における患部周囲
の筋脂肪沈着が生じることが知られており、しば
しば問題となる。演者らはこれを防ぐために、多血
小板血漿（PRP）が有効かどうかを、in vitroおよび
in vivoで検討した。
　In vitroマウス筋芽細胞株を、DMEM＋10％FBS
培地（コントロール）、脂肪分化培地および
10%PRP加脂肪分化培地（PRP群）の3群で培養し
た。分化誘導3日後にreal-time PCRにより脂肪分
化関連転写因子の発現を測定し、7日後にオイル
レッドO染色を実施した。In vivoでは、12週齢のSD
ラット5匹を用いて、両肩の棘上筋、棘下筋全層断
裂モデルを作成した。右肩に生理食塩水（コント
ロール）、左肩に凍結融解による活性化PRP（PRP
群）をそれぞれ肩峰下滑液包内に投与し、1ヶ月後
にreal-time PCRを用いて棘上筋における脂肪分化
関連転写因子の発現を定量し、オイルレッドO染
色を用いて棘下筋内の脂肪沈着を評価した。
　In vitroでは、PRP群における脂肪分化関連転写
因子の発現が脂肪分化培地単独に比べ有意に抑制
され、オイルレッドO染色でも脂肪滴の形成が有
意に減少した。In vivoでは、PRP群において、コン
トロール群に比べ脂肪分化関連転写因子の発現が
有意に抑制された。オイルレッドO染色ではコン
トロール群において筋内腱周囲から筋線維間に広
がって見られた脂肪滴が、PRP群では筋内腱周囲
にとどまっていた。これにより、PRP投与は筋芽細
胞株の脂肪分化を抑制し、肩腱板断裂モデルにお
ける脂肪沈着も抑制していた。PRP投与が腱板断
裂に伴う脂肪沈着を抑制できる可能性が示唆され
た。
　演者らは、筋芽細胞株の中に筋原性のサテライ
トセルと脂肪に分化する脂肪前駆細胞の集団があ

るとして、この2つの細胞集団がお互いにバラン
スをとって分化を行っていると考えていた。腱板
断裂時には脂肪分化にシフトしてしまいがちなこ
のバランスをPRPが元に戻す効果があるのではな
いかとしていた。そしてその有効成分はTGFβで
あると考えていた。この研究分野はいまだに諸論
あり、サテライトセルが脂肪分化する可能性まで
唱えられている。PRPが脂肪分化におよぼす効果
も研究結果が少なく、今後の報告が待たれる。PRP
は損傷の治癒促進は図れるが、長期的な機能改善
に影響を及ぼさないという研究結果が多く報告さ
れている昨今、急性期に質の高い治癒促進が望め
るという今回の結果は注目に値するものと考え
た。

○塩酸メクリジンは骨格筋増殖を促進させる
飛田哲朗ら（名古屋大学）

　加齢によるサルコペニアを始めとする筋減少性
疾患の治療に対する潜在的需要は近年拡大しつつ
ある。一方演者らは、in vitroでの調査により、抗ヒ
スタミン剤である塩酸メクリジンに骨格筋増殖促
進作用がある可能性を見出し、in vivoでの投与に
よりその効果を検討した。
　ヒト由来の細胞株であるHu5/KD3は、不死の筋
芽細胞株である。種々のFDA認可薬によって処理
された未分化のHu5/KD3細胞に対するMTSアッ
セイによって、筋芽細胞増殖薬の候補として塩酸
メクリジンを同定した。筋芽細胞から筋管細胞へ
の分化に対する薬剤の効果の検討のため、形態学
的検討、免疫染色およびウェスタンブロットによ
るミオシン重鎖発現の解析、BrdU ELISAによる増
殖アッセイを分化誘導前および分化誘導後7日目
に行った。また、塩酸メクリジン含有餌を
C57BL/6Jマウスに生後16日目から3週間投与し、
体重および傍脊柱筋断面積をマイクロCTにて測
定し、コントロールと比較した。
　塩酸メクリジン処理により未分化Hu5/KD3細
胞は用量依存性に増殖が促進された。分化誘導後
も筋管細胞を形成せず、細胞増殖が有意に促進さ
れた。ウェスタンブロットおよび免疫染色では、塩
酸メクリジンによりミオシン重鎖タンパクの発現
が抑制された。また、塩酸メクリジンを投与したマ

ウスでは傍脊柱筋断面積および体重の増加が認め
られた。これにより演者らは、塩酸メクリジンはヒ
ト筋芽細胞の未分化状態を維持し、骨格筋増殖を
促進させる効果を持つと考えた。
　演者らは、未分化の筋芽細胞が増殖することが
骨格筋増殖につながると考えていたようだが、フ
ロアーではそう考えない者もおり、本薬剤の骨格
筋増殖に対する効果は疑問符が付くと言わざるを
得ない。今後は本薬剤のサテライトセルに対する
効果の検討や、筋増殖に関する遺伝子発現および
タンパクの定量的調査が必要不可欠と思われる。
なお、本薬剤のスポーツドーピングへの応用につ
いて懸念する意見もあり、演者らも効果が認めら
れ次第規制するべき薬剤のひとつであるとしてい
た。

（福田健太郎）

○不十分なcefazolin投与はバイオフィルム形成
を誘導する

依田　周ら（長崎大学）
　整形外科手術の術部感染は非常に治癒困難な合
併症である。特に感染細菌によってインプラント
に形成されるバイオフィルムは、抗菌薬の効果を
阻害し、感染制御を困難にしている主要な因子と
考えられている。このバイオフィルム形成に対し、
ヒト整形外科においては様々な角度から新しい治
療法が提唱されてきており、インプラント加工に
よりバイオフィルムおよび菌の増殖を抑制する手
法、抗菌薬の髄内投与などによりバイオフィルム
を破壊する高濃度の抗菌薬を投与する方法、超音
波などにより物理的にバイオフィルムを破壊する
方法などが報告されている。
　本報告では、in vitroの報告ではあるがバイオ
フィルム形成に低濃度の抗菌薬投与が関連すると
いう非常に興味深い報告であった。実験において
は、バイオフィルムを形成する表皮ブドウ球菌を
用い、3種類の濃度の抗菌薬（セファゾリン）液中
に菌とインプラント製材であるチタン板を設置
し、液中の菌数とチタン板上のバイオフィルム形
成を観察した。実験では抗菌薬を入れないコント
ロ ー ル に 加 え 、セ フ ァ ゾ リ ン を そ れ ぞ れ
0.1µg/ml、1µg/ml 、10µg/mlの濃度に調節した液

にブドウ球菌を培養した。使用した表皮ブドウ球
菌の最少発育阻止濃度は8µl/mlであり、10µg/ml
のみMICを超える濃度であった。結果、菌液中の菌
数は抗菌薬液培養においては当然濃度依存性に減
少し、MIC以下の0.1µg/ml、1µg/mlであっても対
照とした抗菌薬のない液より菌数は減少したが、
チタン板上のバイオフィルムは、MIC以下であった
0.1µg/ml、1µg/mlは対照よりバイオフィルム形成
が多く、MICを超える10µg/mlのみ対照よりバイ
オフィルムが減少していた。これはMIC以下の抗
菌薬液中では抗菌薬のない対照よりバイオフィル
ムが増加していることを示しており、低濃度抗菌
薬にさらされた菌が防御機能としてチタン板にバ
イオフィルムを形成したのではないかと推察され
た。生体においても不十分な抗菌薬投与によって
これらの現象が発生している可能性が示された。
　競走馬医療においてもしばしば術部感染症およ
びインプラント関連感染症は発生しているが、抗
菌薬治療のみでは治癒困難であり、現状インプラ
ント関連感染症に対して有効な抗菌薬治療は確立
できていない。競走馬においてもMRSAをはじめ
とするブドウ球菌が分離されており、バイオフィ
ルム形成が治癒を阻害している可能性が考えられ
る。今後は分離菌のバイオフィルム形成や抗菌薬
の移行性などの研究からより効果的な治療法の確
立が望まれる。

○超音波照射によるインプラント表面のバイオ
フィルム除去効果における至適条件の検証

吉岡研之ら（慶應義塾大学）
　上記の演題において一部記述したバイオフィル
ムに対する超音波除去効果を検証した報告であっ
た。本報告もin vitroの報告ではあるが、チタン板に
形成されたバイオフィルムを超音波照射によって
除去できるかを複数の条件を用いて検討した。
　実験においては、バイオフィルムを形成する黄
色ブドウ球菌（1×108CFU/µ, メチシリン感受性黄
色ブドウ球菌）を用い、超音波をパルス状照射（出
力4種0.04、0.1、0.2、0.5W/cm2）、連続照射（出力3
種0.2、0.5、1.0W/cm2）7種の条件でPBSを通じて
チタン板に照射し、バイオフィルムの減少を調査
した。その結果、超音波を当てないコントロールと

比較し、連続照射0.2 W/cm2を除くすべての条件
で有意にチタン板上のバイオフィルムは減少し
た。パルス状照射では約30％の減少、連続照射の
1.0W/cm2では最大70％の減少を認めた。
　超音波の連続照射はより強いバイオフィルム抑
制効果を認めていたものの、実験で用いられてい
た出力で超音波を照射できる機器は発売されてい
ないため、臨床応用は困難である。しかし、30％減
少を認めたパルス状照射は骨折治癒促進効果の期
待される低出力超音波パルス療法（LIPUS）と同程
度の条件であるため、同機器を用いてバイオフィ
ルム形成を抑制することは可能かもしれない。
LIPUSは新鮮骨折の骨癒合効果も期待されている
ことから、すでに競走馬においても臨床応用され
ている。In vitroの実験であり、生体において同様の
効果が得られるかは不明であるものの、競走馬の
螺子固定術後などに使用することによって、骨癒
合効果に加えてバイオフィルム形成抑制効果を得
ることができるかもしれない。

（黒田泰輔）

○初代滑膜細胞の播種密度による増殖・分化能の
比較

中村香織ら(東京医科歯科大学)
　演者らのグループは滑膜由来幹細胞を用いた変
形性関節症の治療を長年にわたって研究してい
る。今回は滑膜からの幹細胞分離に関する報告が
あった。
　滑膜を酵素処理し、低密度で播種すると約10%
の細胞がコロニーを形成する。これらは滑膜幹細
胞と呼ばれ、軟骨・半月板の再生医療に使用されて
いる。他方、高密度で播種すると、 細胞同士が早期
に接触するためコロニーを形成せず、滑膜細胞と
一般的に呼ばれる細胞集団が形成される。そのた
め、コロニーを形成する低密度の条件で培養した
ほうが、分化能の高い細胞集団が得られると予測
されるが、これを検証した報告はない。そこで、播
種密度を変えて培養することで、滑膜のコロニー
を形成した細胞とコロニーを形成しなかった細胞
の増殖・分化能を比較した。
　その方法として、変形性関節症と診断された症
例から得られた滑膜を酵素処理し、有核細胞を

60cm2培養皿に103, 104, 105細胞と播種密度を変
えて14日間培養後、細胞数／培養皿および細胞増
殖率を評価した。さらにPl細胞を21日間分化培地
で培養し、oil red-o染色、alizarin red染色により評
価した。軟骨分化は， Pl細胞を21日間ペレット培
養後の軟骨塊の重量と組織所見を比較した。ド
ナー毎の差を排除するため同一ドナー間で検定し
た。
　その結果、滑膜由来有核細胞を14日間培養する
と、103, 104細胞／培養皿では独立したコロニー形
成を認めたが、 105細胞/培養皿ではコロニーは不
明瞭であった。播種密度が低いほど細胞数／培養
皿は低いが細胞増殖率は高かった（p<0 .05 ;  
n=14）。oil red-oおよびalizarin redで染色される面
積 は 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 小 さ か っ た

（p<0.05;n=6)。ペレット軟骨塊の重量は播種密度
が低いほど大きく（p<0.05;n=7)、type 2 collagen
の染色性が増した。
　結論として、低密度培養によりコロニーを形成
した細胞の培養条件は、高密度培養で得られた細
胞よりも細胞増殖率が高く、得られる細胞の軟骨
分化能が高い点で、軟骨再生医療を目的とする滑
膜由来細胞の培養条件として有用と考えられた。
　演者らは変形性関節症における軟骨損傷に対し
て有効な幹細胞治療を研究しているため、腱損傷
を対象としている我々の研究にそのまま応用でき
るわけではないが、分化能力および細胞増殖能力
が高い幹細胞を得ることができれば、幹細胞治療
の効果が上昇することが期待される。また、軟骨損
傷に対する幹細胞療法の研究が進めば、将来的に
競走馬臨床に応用できる可能性も高い。我々は骨
髄液を用いてウマ幹細胞を培養する際には、幹細
胞がコロニーを形成できるように骨髄液を希釈し
て用いているために、現況においても質の高い幹細
胞集団が得られていると考えられるが、演者らの
ように比較したことはないため、検討する必要が
あるかもしれない。また、骨髄液と同様に幹細胞の
有用な供給源と考えられている皮下組織、脂肪お
よび羊膜などは、骨髄液よりも多数の細胞成分を
含んでいるため、高密度になりがちであるが、質の
高い幹細胞を得るためには、初回分離の際に細胞
濃度を適切に調整したほうが良いと考えられた。

○骨格筋損傷の修復に対する微弱電流とアイシン
グの併用効果に関する研究

吉田篤弘ら(聖マリアンナ医科大学)
　一流アスリートも利用している物理療法である
microcurrent療法に関する報告があった。
　骨格筋損傷に対して微弱電流刺激（MENS:  
m i c rocur ren t  e l e c t r i c a l  neuromuscu l a r  
stimulation）が、その修復を促進させるとする報告
がある。実際の現場ではアイシングとともに使用
されている。受傷直後のアイシングは急性炎症を
抑制させるが、筋修復・再生に関してはいまだ不明
な点も多く、また、 MENSとの組み合わせについて
の報告はない。本研究の目的は、マウス骨格筋損傷
モデルに対してMENSとアイシングを併用するこ
とで、その再生過程に及ぼす影響について検証す
ることである。
　その方法として、生後8週齢の雄性マウス

（CL57/6J）を用い、無処置のC群、 cardiotoxin
(CTX）を筋注したX群、CTX筋注後にMENSを行う
XM群、 CTX筋注直後にアイシングを施行しその
後MENSを行うXIM群、の4群に分類した（各群：
n=l2）。アイシングは麻酔下で下肢を冷水(4°C）に
約30分間浸し、MENS(出力20μA、周波数0.3Hz、
パルス幅250 msec）は麻酔下にて週3回，60分/回
施行した。処置後1、3週の時点で各群の前脛骨筋

（TA）を摘出し、筋湿重量測定後、連続凍結切片を
作成してHEおよび免疫組織染色（DAPI、Pax7、
larninin）を行い、筋線維横断面積（CSA）、全筋核
数、およびPax7陽性細胞核数を計測した
　その結果、CSAは1週にて、 XIM群はXおよびXM
群と比較して有意に大きく（p<0.05)、3週でも、有
意差は認めないもののXIMが最も大きく，次いで
MX,Xの順であった。全筋核数当たりの相対的

Pax7陽性核数は、 1週にてX群と比較してXMおよ
びXIM群が、そして3週ではXおよびXM群と比較
してXIM群が、それぞれ有意に高値を示した

（p<0.05)。　　　
　結論として、MENSは筋再生を促進させ、アイシ
ングを併用しても、 MENS単独と同等あるいはよ
り早期に修復できる可能性が示された。またアイ
シングの疼痛、腫脹の軽減効果から、骨格筋損傷の
修復に対するこのMENSとアイシングの併用はき
わめて有用と考えられた。
　microcurrent療法は、生体の感覚レベル以下の
低出力電気刺激療法であり、鎮痛物質の生成促進
や細胞レベルでの修復を図る効果があると言われ
ている。組織が損傷されると組織の分極状態が障
害され、電解質の不均衡および腫脹が発生するが、
微弱な電流通電によって、Na、K、Clなどのイオン
の均衡が復元され、細胞修復が加速されると期待
されている。また、発痛物質や乳酸の分解を促進
し、それらを運搬することによる除去機能、免疫細
胞誘導による創傷治癒にも期待されている。筋収
縮による物療効果が期待されるSSPなどがミリア
ン ペ ア 治 療 と 呼 ば れ る こ と に 対 し て 、
microcurrent療法は、マイクロアンペア治療とも
呼ばれることがある。ウマに対してはドイツの乗
馬チームが日々の日常的なコンディショニングの
回復を目的として実施しており、常磐支所におい
ても筋疲労の回復や、顔面神経麻痺への神経再賦
活効果を期待して導入を検討したことがある。多
くの物療機器と同様に治療効果の完全な証明は難
しいが、本発表のようなエビデンスが蓄積されれ
ば、競走馬臨床に普及する可能性が考えられる。

(田村周久)

　日本臨床スポーツ医学会学術集会は今年で26
回を迎える学術大会であり、スポーツ障害に対す
る治療や発症要因に関する演題が中心であった。
下肢のoveruse障害や肉離れ、アキレス腱治療と
いった競走馬にも適応できそうな概念、演題も多

いように感じた。以下に興味深い演題を紹介する。

○下腿の回旋可動域に左右差および性差は存在す
るか

柵木正也（新潟医療福祉大学）

　前十字靭帯（ACL）損傷と下腿回旋運動の関連性
は指摘されているが、ACL損傷と下腿回旋弛緩性
との関連に関する報告は見当たらない。筆者らが
独自に開発した回転円盤下腿回旋測定器

（RotorMeter）によって健常者の下腿回旋可動域の
左右差および性差について検討した発表である。
RotorMeterとは、下腿の外旋および内旋の程度を
簡便に観察できる測定器である。被験者は股関節
90度、膝関節90度に固定され、回転式の円盤の上
に専用のブーツを履く。その後、８Nmの負荷トル
クをかけ、外旋および内旋方向の可動域を測定し、
両者の和を可動域とした。左右差は存在しなかっ
たが、男性よりも女性の方が可動域は大きかった。
女性の方が下腿回旋弛緩の程度は大きいことか
ら、男性よりもACL損傷リスクが高いのではない
かと考察していた。今後はACL既往者を測定し、回
旋角度の和が大きいかどうかを測定する予定だと
いうことだった。エストロジェンやプロジェステ
ロンの女性ホルモンは骨格筋や腱の柔軟性が増す
という報告もあるため、演者に女性の性周期は揃
えていたか尋ねたが、本発表では揃えていないと
いうことだった。
　ウマにおいても、浅指屈腱炎発症率は牡の方が
牝よりも高いため、腱や靭帯の故障率には性差が
あることが考えられる。本発表のように球節の外
旋および内旋の程度を調査できるような方法がで
きれば回旋の程度に性差があるかもしれない。ま
た、回旋可動域が大きい馬、小さい馬と分けること
ができれば、故障の予防の一助になり得る可能性
はあると思われた。

○疲労が走動作中の体幹・下肢筋活動に及ぼす影
響

松永直人（早稲田大学）
　疲労により前十字靭帯損傷のリスク発症が上が
るといった報告もあることから、疲労と怪我は密
接な関係にあると考えられている。本発表では、走
動作時（10km/h）の体幹および下肢筋の筋活動を
調査し、疲労が筋活動に及ぼす影響を明らかにす
ることとした。若年健常男性8名を対象とし、測定
は全て右側で行った。走動作の1周期を立脚期（右
脚接地～離地）、遊脚前期（右脚離地～左足接地）、

遊脚中期（左脚接地～離地）および遊脚後期（左脚
離地～右脚接地）の4期に分割し、各期の％MVCを
算出した。疲労介入は最大心拍数の70％の強度で
10分間走とした。疲労介入前の遊脚期3期の筋活
動量を比較した。また、疲労が筋活動に及ぼす影響
を明らかとするために、疲労介入前後の各期の筋
活動量を比較した。
　疲労介入前の遊脚期3期の比較より、遊脚後期
に外側広筋の活動が他の2期より大きく、大殿筋
および中殿筋も同様の傾向を示した。また、疲労介
入前後の各期の筋活動量の比較より、遊脚後期の
中殿筋、および外側広筋の活動量が介入前に比べ
介入後に有意に低下した。遊脚後期における外側
広筋、大殿筋および中殿筋の活動は、着地の衝撃に
対して股関節および膝関節を安定させるための前
活動であったと考えられる。また、疲労介入後の外
側広筋と中殿筋の活動量の低下は、着地時の股関
節および膝関節の安定性を低下させ、障害のリス
クとなる可能性が示唆された。
　本発表は膝関節および股関節周囲筋活動の低下
により、関節の不安定性が示唆されている。ウマの
場合でも筋疲労によって関節や靭帯の不安定性が
起こる可能性は十分にあると思われるので、今後
実験系を考えていきたい。

○ノンコンタクト前十字靭帯損傷の受傷部位にお
ける応力可視化の試み　―有限要素モデルを用い
た検討―

加藤茂幸（広島国際大学）
　前十字靭帯損傷には接触型と非接触型（ノンコ
ンタクト）がある。接触型はアメリカンフットボー
ルのタックル等で多いことが知られているが、損
傷患者の多くは非接触型である。非接触型前十字
靭帯（ACL）損傷は受傷場面の解析により損傷肢位

（肢がどのような方向を向いているか）は明らかに
なりつつあるが、その瞬間の膝関節内の靭帯へど
のように過度なストレスが加わるかを検証するこ
とは困難である。そこで本研究では有限要素モデ
ルを構築し、先行研究の損傷肢位を再現しACLに
生じる負荷を検討した。対象は片側ACL再建女性
の反体側健常膝関節10膝である。MRIからコン
ピュータ上に大腿骨―ACL－脛骨複合体を構築

し、有限要素法を用いたコンピュータシミュレー
ションを行った。その結果、脛骨内旋10度かつ外
反15度および、外旋10度かつ外反15度ともにACL
にかかる負荷量は20MPa以下だった。さらに脛骨
前方移動をシミュレーション条件に加えて解析を
行った結果、内旋5度―外反8度―脛骨前方移動5
ｍｍでACLには50~60MPaの応力が生じた。ACL
に生じる負荷は、脛骨回旋と外反の2方向のシ
ミュレーションより、脛骨前方移動を加えた3方
向の動きにおいて高値だった。脛骨前方移動を制
御することによってACLへの負荷が軽減される可

能性が示唆された。
　競走馬の事故においてよく議論されるのは、肢
にかかる力と故障の関係である。走行速度が増す
と肢にかかる力が増加して故障が増えると言われ
て久しいが、ウマの全力疾走時の床反力のデータ
を得ることは困難であり、故障と肢にかかる力は
不明な点が多い。本発表のような複合的にかかる
力と故障の関係を検討していけば、遅い速度でも
新たな発見があるかもしれない。

（髙橋佑治）
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