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厩舎ごとの調教パターンと
調教中および競走中事故との関係

○高橋敏之（総研）・美浦トレセン検査課（美浦）・栗東トレセン検査課（栗東）・間　弘子(総研)

【背景と目的】
　調教中または競走中に発症する事故には、様々
な要因が関係しているが、予防するために条件を
変えることが困難なものが多い。しかし、調教パ
ターンに限って見ると、馬場の選択、速度および距
離の選択、実施頻度の選択など自由に変更できる
要素が多い。これまで、追い切り調教に使用した馬
場と調教中または競走中事故との関係は調査され
ていたが、毎日の調教で走行している速度と距離
にみられる調教パターンと事故が、どのように関
係するかは調査されていなかった。そこで、厩舎ご
との調教パターンと調教および競走中に起きた事
故との関係を検討し、調教パターンにより事故を
予防できる可能性があるか検討した。

【材料と方法】
　厩舎ごとの調教パターンは、美浦23厩舎、栗東
19厩舎、各厩舎所属馬10頭程度にGPSロガーを装
着して、各厩舎で約4週間に渡って速度および走
行距離を記録した。速度は、常歩、速歩、駈歩（約ハ
ロン29秒より遅い）、速い駈歩（約ハロン15秒より
遅い）および襲歩（約ハロン15秒より速い）に分類
し、各速度における走行距離を算出した。調査期間
は2012-2014年であり、期間中に障害競走に出走
したウマのデータは除外した。記録データは、各馬
ごとに各速度での平均走行距離を曜日別に算出し
た。各馬のデータから、各馬の状態（出走前後3週
間以内、年齢、性別）および調教した曜日が影響し
ないように調整し、各厩舎ごとに、各速度での日平
均走行距離を算出した。事故の危険性は、調査期間
中の各厩舎所属馬の在厩日数に対する調教および
競走中事故発症馬頭数の割合とし、四分位数で4
つのグループに分けた各速度での日平均走行距離
（図1）との関係についてロジスティック解析を
行った。解析では、所属トレセンおよび調査年の厩

舎成績が影響しないように調整した。

【結果および考察】
　多変量ロジスティック解析の結果、調査時の厩
舎成績が全国50位以内の場合には、事故の危険性
は低く（図2）、各速度における日平均走行距離で
は、速い駈歩の距離が長くなるのに比例して、事故
の危険性が上昇することが明らかになった（図
3）。常歩、速歩、駈歩、襲歩および走行距離合計は
事故の危険性と関連が見られなかった。このこと
から、現在トレーニングセンターで行われている
調教パターンにおいては、日々の調教における速
い駈歩の距離を減らすことにより、調教および競
走中に事故を起こす危険性を減らせる可能性があ
ることが明らかになった。
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図1　四分位数で4つのグループに分けた各速度での日平均走行距離

図2　事故の危険性と調査時の厩舎成績との関係（*：p＜0.05）

図3　事故の危険性と速い駈歩における平均走行距離との関係
（*：p＜0.05，＜888に対して有意差あり）
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調教メニューの違いが
サラブレッドに与える運動負荷の違い

○向井和隆・大村　一・松井　朗・高橋佑治（総研）・美浦トレセン検査課（美浦）
栗東トレセン検査課（栗東）・宮田浩文（山口大学）・間　弘子・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　トレセン調教時にGPSを装着して収集した調教
メニューのデータを、成績上位厩舎（ランキング20
位以上）と下位厩舎（ランキング100位以下）に分け
て解析したところ、下位厩舎に比べて上位厩舎は、
駈歩以上の速度（襲歩を含む）における走行距離お
よび速い駈歩（15-29秒/ハロン）距離が短く、襲歩
（<15秒/ハロン）距離が長いことが分かった（図1）。
上位厩舎の調教メニューは下位厩舎の調教メ
ニューに比べて、どのような運動生理学的特徴を
持っているのかを調べるために、各調教メニュー
をトレッドミル上でシミュレートし、検証した。
【材料と方法】
　よくトレーニングされたサラブレッド7頭（去
勢オス6頭、メス1頭）を用いて、傾斜6%のトレッド
ミルで上位厩舎の代表的な追い切り調教を参考に
作成した「速い駈歩が短く、襲歩が長い」調教メ
ニュー（60% VO2max 90秒 + 85% VO2max 90秒 
+ 110% VO2max 60秒；上位群）および「速い駈歩
が長く、襲歩が短い」下位厩舎の調教メニュー
（60% VO2max 90秒 + 85% VO2max 180秒 + 
110% VO2max 30秒；下位群）で走行テストを行っ
た（図2）。走行テスト間隔は1週間以上空け、調教
メニューの順序はランダム化した。走行テストの
最後の10秒間で頸動脈血を採取し、血液ガスおよ
び血漿乳酸濃度、ヘマトクリットを測定した。ま
た、採血と同じタイミングで酸素摂取量、心拍数、
肺動脈温を測定した。運動前、運動4時間後および
24時間後に中殿筋バイオプシーを行い、リアルタ
イムRT-PCRを用いて、PGC-1α mRNA（ミトコンド
リア新生に関与）およびVEGF mRNA（血管上皮成
長因子）を測定した。mRNAのデータの統計解析に
は分散分析およびTukeyの多重比較検定、その他
の統計解析にはpaired t-testを用い、有意水準は

p < 0.05とした。
【結果】
　上位群は下位群に比べ、駈歩以上の速度におけ
る走行距離（上位群 2279 vs下位群 2780 m）は短
いが、ピーク血漿乳酸濃度（22.8 vs 16.1 mmol/l）
および走行時の酸素摂取量（169  v s  1 5 1  
ml/kg/min）は高く（図3）、動脈血酸素飽和度（86.0 
vs  89 .5%）、動脈血酸素分圧（73.9  vs  78 .8  
mmHg）、動脈血pH（-7.202 vs 7.275）は低かった
（図4）。走行時の心拍数（214 vs 211 bpm）、肺動脈
温（41.1 vs 41.1 ℃）、ヘマトクリット（60.3 vs 
60.1 %）には両群間の差がなかった（図5）。中殿筋
のPGC-1α mRNAは両群とも運動4時間後に増加
し（運動前と比べて4.81 vs 2.77倍）、上位群の方が
高値を示した（図6）。VEGF mRNAは運動4時間後
に上位群で増加したが、下位群では変化しなかっ
た（運動前と比べて1.79 vs 1.17倍；図6）。
【考察】
　上位群は下位群に比べて、駈歩以上の速度にお
ける走行距離が少ないにも関わらず、酸素摂取量
や血漿乳酸濃度が高く、動脈血酸素飽和度および
酸素分圧が低かった。これらの結果から、上位群は
下位群に比べて有酸素エネルギー系および解糖系
両方のエネルギー供給系において、サラブレッド
により強い運動負荷がかかっていることが分かっ
た。また、中殿筋におけるミトコンドリアや毛細血
管に対するトレーニング適応は、下位群より上位
群の方がより強く起きていることが示唆された。
運動器疾患の疫学調査によって、長距離レースや
速い駈歩が長いトレーニングは競走馬の故障リス
クを増加させることが報告されており、今回の結
果と合わせて考えると、速い駈歩の走行距離を短
くして、襲歩走行の割合を増やし、トレーニングの
質をコントロールすることが推奨される。
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図1　代表的な厩舎の追い切りメニュー 図4　走行時の動脈血における酸素飽和度、酸素分
　　  圧およびpH

図2　トレッドミル走行プログラム 図5　走行時の心拍数、肺動脈温およびヘマトク
　　   リット

図3　駈歩以上の速度での走行距離、ピーク血漿乳
　　  酸濃度および酸素摂取量

図6　中殿筋におけるPGC-1α mRNAおよびVEGF 
　　   mRNAの推移
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競走馬の骨折モデルに対する
低出力超音波療法の効果について

○黒田泰輔（総研）・守山秀和（馬事部）・琴寄泰光・田村周久・福田健太郎・笠嶋快周・桑野睦敏（総研）

【背景と目的】
　低出力超音波療法（LIPUS：Low-intensity Pulsed 
Ultrasound）とは低出力の超音波をパルス状に骨
折部に照射する治療法である。ヒトでは偽関節な
ど難治性骨折や四肢の単純骨折に対する骨癒合促
進効果が認められ、近年、競走馬の骨折にも応用さ
れ始めている。しかし、骨折の修復にLIPUSがどの
ように貢献しているのかは不明な点も多い。そこ
で我々は、骨折モデル馬を用い、形態学的解析から
LIPUSによる骨折の修復機序を検討した。
【材料と方法】
供試馬はサラブレッド種成馬5頭（牡3頭,牝2頭 3
～8歳）を用い、全身麻酔下で左右の第4中手骨に
長さ5mmの骨欠損モデルを作成した（図１）。片肢
の骨欠損部には手術3日後から15週後まで1日1回
20分間、発振周波数3MHz、パルス周波数1000Hz、
Power 30mW/cm2の条件で6日/週のペースで
LIPUSを照射し、対側肢はLIPUSを照射せず対照と
した（図2）。術後から毎週X線検査を実施し、第4中
手骨内に形成された内仮骨と外に形成された外仮
骨の面積を測定した。手術15週後に骨折部の骨研
磨標本を作製し、欠損部に形成された新生骨の骨
形態計測を実施した。計測項目は、骨形成の指標と
して単位面積当たりの骨芽細胞数（N）と類骨面の
割合（%）、骨吸収の指標として破骨細胞数（N）と骨
吸収面の割合（%）を測定した。加えて新生骨にお
ける骨組織量の割合（%）と新生骨におけるWoven 
b o n e の割合（%）も測定した。群間比較は
Mann‒Whitney U testにて危険率5%以下を有意差
ありとした。
【結果】
　X線検査による仮骨形成面積は内仮骨および外
仮骨ともにLIPUS群と対照群に有意差はなかった
（図3）。骨形態計測では両群において骨芽細胞数
および類骨面の割合に有意差はなかったが（図

4）、破骨細胞数はLIPUS群（平均10.6N）が対照群
（平均22.0N）に対して有意に少なく（P=0.012）、吸
収面もLIPUS群（平均7.6%）が対照群（平均23.5%）
に対して有意に少なかった（P=0.016）（図5）。新生
骨における骨組織量の割合はLIPUS群（平均
81.9%）が対照群（平均71.1%）に対して有意に多
かった （P=0.016）（図6）。また、形成された新生骨
においてLIPUSを照射しない対照群はWoven 
boneと呼ばれる強度の低い線維性の骨を多く認
めたが（図7）、同一馬のLIPUS照射肢ではWoven 
boneは減少し、強度のある層状のLamellar bone形
成を認めた（図8）。形成された骨量に対する
Woven boneの割合は対照群17.2％に対し、LIPUS
群は5.0%とLIPUS群において減少する傾向を認め
た（P=0.055）（図6）。
【考察】
　骨組織の維持および再生は骨芽細胞による骨形
成と破骨細胞による骨吸収のバランスの上で成り
立っており、骨折の修復期では骨形成が骨吸収を
上回ることが望まれている。本研究からウマの骨
欠損部に形成された新生骨においてLIPUS照射が
直接的に骨形成を促進する効果を認めなかった
が、骨吸収を抑制することで対照よりも有意な骨
量の増加をもたらしている可能性が示唆された。
また、LIPUSを照射した骨では骨量の増加に加え
て、形成された骨において強度の低いWoven bone
は減少しており、より強い骨が形成されていた。以
上のことから、LIPUS照射は破骨細胞による骨吸
収を抑制することで結果的に骨量を増加させ、さ
らになんらかの作用により強度のあるLamellar 
boneの形成を促進することで骨形成増進に寄与
していることが示唆された。



（91）

図1　第4中手骨における骨欠損モデル

図2　LIPUS照射

図3　X線評価結果

図4　骨形成指標

図5　骨吸収指標

図6　骨組織量

図7　対照群骨組織　Woven bone形成

図8　LIPUS群骨組織　Lamellar Bone形成
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競走中に発症する第3中手骨々折および
第1指骨々折に関連する要因について

○福田健太郎・高橋敏之・桑野睦敏（総研）

【背景と目的】
　これまで我々は、事故見舞金の対象となる競走
中に発症した運動器疾患の事故発生要因について
統計学的に解明してきた。その結果、全事故馬を対
象とした場合と腕節構成骨々折に限った場合とで
は事故発生要因に相違点があることがわかった。
こういった違いが他の骨折にも認められるのかを
調査することは、事故予防の観点から重要である
と考えられる。今回の調査では、競走中に発症する
第3中手骨々折ならびに第1指骨々折について、競
走に関連する諸要因が事故発生に関わっているか
どうかを統計学的に解析した。

【材料と方法】
　調査対象馬は2000～2014年にJRAの平地競走
に出走したJRA所属馬延べ702,820頭とした。競走
中に6ヶ月以上の事故見舞金対象となる第3中手
骨または第1指骨の骨折（剥離・罅裂・皿状骨折を
除く）を発症した馬を発症群、その他の出走馬を対
照群とした。検討した要因は、開催年、性別、年齢、
所属トレーニング・センター、開催競馬場、施行季
節、馬場状態、競走条件、出走時馬体重、競走距離お
よび負担重量とした。骨折部位別および芝・ダート
競走別に発症割合を算出し、カイ二乗検定後、多変
量ロジスティック解析を実施し関連性を検討し
た。

【結果】
　第3中手骨々折は、芝（0.052%）に比べダート競
走（0.070%）で有意に高い発症率を示したが、第1
指骨々折では両競走に差を認めなかった（ともに
0.048%）。第3中手骨々折では、芝・ダート競走とも
に施行季節（冬・春）、性別（牡＋セン馬）、芝競走に
おいて年齢（3歳）、競走距離（長距離）、開催年（00
～04年）、ダート競走において競走条件（新馬・未

勝利）が関連し、発症リスクが高かったが、第1指
骨々折では、芝・ダート競走ともに開催年（00～09
年）、競走条件（新馬・未勝利）、芝競走において開催
競馬場（東京・京都）、性別（牡＋セン馬）、ダート競
走において施行季節（冬・春）、年齢（2歳）が関連
し、発症リスクが高かった。

【考察】
　全見舞金対象事故や腕節構成骨々折の発症と関
連していた、所属トレーニング・センター、馬場状
態、出走時馬体重といった各要因は、今回調査を
行った骨折では関連を認めなかった。また、これま
での調査で認められなかった性差が、芝競走での
第1指骨々折および全競走での第3中手骨々折で
認められ、これらの骨折に特徴的であると考えら
れた。

【多変量解析の結果】
・赤色、太字のオッズ比は有意（p < 0.05）。
・グレー網掛けの項目は有意でない。
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表1　第3中手骨々折に関連する要因 表2　第１指骨々折に関連する要因
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美浦トレーニング・センターにおける2014年の
ゲタウイルス感染症の流行要因の解析

○坂内　天・根本　学・辻村行司・山中隆史・近藤高志（栃木）・菊地拓也・小林　稔（美浦）

【背景と目的】
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。過去3回の流行
はいずれもワクチン未接種馬で起きており、ワク
チン接種馬群ではこれまで流行が報告されていな
かった。しかし、2014年、美浦トレーニング・セン
ター（トレセン）において、ワクチン接種馬群とし
ては初めての流行が起きた。本研究では、2014年
の美浦トレセンにおけるゲタウイルス感染症の流
行要因を明らかにするため、1) 2014年分離株と
ワクチン株の比較、2) トレセンのワクチン接種体
制、3) 周辺牧場での流行状況に着目して検証を
行った。

【材料と方法】
　ゲタウイルスの2014年分離株（14-I-605）とワ
クチン株（MI-110）を、実験馬2頭ずつに接種し、臨
床症状の観察および全血からウイルスRNAの検出
を行った。ウイルス接種から14日後の血清を用い
て、両株に対する交叉中和試験を行った。2014年
の流行開始前の美浦トレセン在厩馬および罹患馬
のワクチン接種歴を調査し、ワクチン接種回数ご
との有病率を求めた。2010年、2013年、2014年の
夏季に、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2歳馬の血清について、入
厩した月ごとに中和抗体陽性率を求めた。

【結果と考察】
　ウイルスを接種された馬は、全頭38.6℃以上の
発熱（1～2日間）とウイルス血症（7～11日間）を示
し、両群で顕著な差はなかった（表1）。MI-110株接
種馬の血清は、両方のウイルス株に対し同等の中
和抗体価（256～512）を有していた（表2）。2歳馬
のうち、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%で、2回以上接種された馬の1.3%

と比べ10倍以上高かった（表3）。茨城県・千葉県内
の周辺牧場から美浦トレセンへ入厩した馬のゲタ
ウイルス抗体陽性率は、2014年6月～8月の入厩
馬では4.0%以下だったが、9月は13.0%、10月は
42.9%だった（図1）。一方、対照の2010年と2013
年の入厩馬では、抗体陽性率は2.0%以下だった
（図1）。
　2014年分離株の病原性と抗原性は、ワクチン株
から大きく変化しておらず、ウイルスの変異が流
行の直接的な原因となった可能性は低いと考えら
れた。トレセン内にワクチンの基礎接種が未完了
で発症リスクが高い馬がいたことは、現行のワク
チン接種体制の下で従来からあった、間接的な流
行要因と考えられた。これに加えて、2014年は例
年とは異なり、茨城県・千葉県の地域内でゲタウイ
ルスが蔓延していたため、トレセン内でもワクチ
ンの基礎接種が未完了の馬を中心に流行が起きた
と考えられた。今後、より防御効果を高めるために
は、周辺牧場でのワクチン接種率を高め、地域内で
のウイルスの蔓延を防ぐことが有効だと考えられ
た。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

表1　14-I-605株又はMI-110株を接種した馬の発熱およびウイルス血症

表2　14-I-605株とMI-110株の免疫血清を用いた交叉中和試験

表3　ゲタウイルスワクチン接種回数ごとの有病率

図1　茨城県・千葉県から美浦トレセンへ入厩した馬の
ゲタウイルス抗体陽性率
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FRP製芝馬場用新型移動柵の実用化に向けた検討

○山室州平・峠口侑哉・東京競馬場馬場造園課（東京）
施設部馬場土木課・榊原　太（施設部）

【背景と目的】
　馬場柵には、安定的な競馬施行に必要な強度と、
人馬が衝突した際の衝撃を吸収し怪我を防ぐ衝撃
吸収性を併せ持つことが求められる。芝馬場移動
柵については従来鉄製支柱が採用されているが、
今回、より安全な馬場施設を提供する観点から、高
い衝撃吸収性を持つ２種類のFRP（繊維強化プラ
スチック）製移動柵支柱を試作し、鉄製支柱を含む
３種の支柱について、性能を比較するための衝撃
試験および強度試験を実施した。また、東京競馬場
においてFRP製支柱の試験設置を行い、実用性を
検証した。

【材料と方法】
　FRP製支柱として、肉厚3mm（FRP-3）・5mm
(FRP-5)の2種類のFRPパイプを利用した支柱を試
作し、現行の鉄製支柱(Fe)を含む3種を試験材料と
した。衝撃試験では、各支柱を固定した状態で重さ
45kgの振り子を一定の高さから衝突させ、振り子
と支柱の接触時間を測定することで衝撃値を算出
し比較した。強度試験は、衝撃試験で使用した振り
子を様々な高さから各支柱に衝突させ、自力での
直立が不可能な状態まで破損する振り子高さを比
較した。一方、東京競馬場において、FRP-3、FRP-5
を支柱として利用し、移動柵の試験設置を行った。

【結果】
　衝撃試験の結果、各支柱の衝撃値はFRP-3が4G、
FRP-5が13G、Feが54Gとなった。また、強度試験の
結果、FRP -3は振り子高さH=800、FRP -5は
H=1800で直立不能な状態まで破損した。Feにつ
いては破損しなかった。一方、東京競馬場で行った
試験設置の結果、FRP-3は芝馬場での供用に必要
な強度を有しておらず、実用化が困難であること
が確認された。しかし、FRP-5については実用に耐

え得る強度を有しており、現行のFeと比較しても
遜色のない設置状況であった。

【考察】
　FRP-3は、衝撃吸収性が最も高いが、強度試験で
は最も強度が低く、試験設置の結果この強度での
実用化は不可能であることが判明した。一方、
FRP-5については強度試験の結果がFRP-3より優
れており、試験設置の結果からも実用化が可能で
あることが確認できた。また、FRP-5はFRP-3より
衝撃吸収性は低いが、その衝撃値はFeとの比較で
24％であり、実用化した場合人馬の安全性向上に
有益な材料と言える。以上のことから、FRP-5を使
用した新型移動柵を、順次競馬場へ導入したい。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。



（97）

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

図1　衝撃試験装置

図2　衝撃値（Ｇ）算式

図4　強度試験における破損状況

図5　FRP-3試験設置状況

図6　FRP-5試験設置状況図3　衝撃試験における衝突状況
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充填剤を用いた弱踵蹄改善法が蹄に与える影響

○塩津大雅・阿部太樹・酒井哲志・草野寛一（美浦）

【背景と目的】
　競走馬では調教を継続しながら改善を図る方法
として、充填剤を使用して蹄負面を広くとり蹄踵
部にかかる負荷を軽減させる手法が用いられてい
る。しかし、蹄におこる変化を客観的に記録し検証
した報告は少ない。そこで今回、充填剤を用いた弱
踵蹄改善法が蹄に与える影響を経時的に観察し、
検討を行ったのでその概要を報告する。

【材料と方法】
　一前肢に弱踵蹄を持つサラブレッド種乗用馬5
頭を用い、弱踵蹄の蹄底にACS（アドバンス・クッ
ションサポート）で作製したパッド（以下ACSパッ
ド）を装着し、対側の健常蹄は通常装蹄とした。
ACSパッドは馬房内のみで装着し、運動時は取り
外した。（図１）調査期間は4ヶ月で、約1ヶ月ごと
に改装を実施し、その都度新たなACSパッドを作
製した。その際、両前肢蹄の外貌およびX線写真撮
影を行い、蹄底の深さ、蹄叉の大きさ（幅、高さ）お
よび蹄角度（蹄壁、蹄踵、palmar angle：PA）を測定
した。蹄底の深さおよび蹄叉の大きさは、測定用に
新たに充填したACSパッドの横断面3ヶ所（A：蹄叉
尖、B：Aから3cm掌側、C：Aから5cm掌側）（図２）か
ら求めた。測定は、記録画像上にて測定ソフト
（IMAGE・J）を使用して行った。

【結果】
　すべての馬において、外貌上潰れて脆弱であっ
た蹄踵は強靭となった。弱踵蹄の蹄底は健常蹄に
比べて浅かったが、ACSパッドの装着により5頭中
4頭で深くなった。蹄叉の大きさは弱踵蹄と健常
蹄で差はなかったが、ACSパッド装着後は、弱踵蹄
で蹄叉の高さがわずかに減少し、角質が全体的に
粗造となった。蹄角度は、5頭中2頭（蹄踵角度1頭、
PA 1頭）で改善が認められた。（図３の結果一覧よ
り）以上のことから、ACSパッドの装着は弱踵蹄の
改善において有用であった。

【考察】
　特につぶれて浅くなった蹄底アーチ構造の復元
に関与することで効果を発揮することが示唆され
た。一方で、長期間の装着による蹄叉の萎縮や脆弱
化の要因となることも示唆されたが、通常どおり
削蹄が可能で蹄叉の機能に影響はなかった。ACS
は装蹄師だけでなく誰でも手軽に充填し、着脱可
能なため、今後は、より長期間の装着や競走馬での
検証を行いACSパッドが蹄に与える影響について
さらなる知見を得るとともに、さらに効果的な手
法となるよう検討を重ねたい。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

図１

図2

図３　結果一覧
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弱踵蹄

健常蹄
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挫跖と診断される化膿性蹄皮炎における
抗菌薬の使用に関する指針

○桂嶋勇輔（美浦）・丹羽秀和（栃木）・吉原英留（美浦）

【背景と目的】
　挫跖は、「蹄真皮における限局性かつ非感染性の
挫傷」と定義されている。一方で、蹄真皮において
細菌感染を伴う病態は、化膿性蹄皮炎と診断され
る。しかし、蹄内部における感染の有無を鑑別する
ことは難しいため、TCでは化膿性蹄皮炎は挫跖と
して診断されている可能性が考えられる。また、化
膿性蹄皮炎は抗菌薬による治療が必要な場合があ
るものの、化膿性蹄皮炎に対する細菌学的報告は
ないため、適切な抗菌薬を選択することは困難で
ある。そこで今回我々は、化膿性蹄皮炎の実態を把
握し、治療における適切な抗菌薬の使用指針を示
すことを目的として、化膿性蹄皮炎の発生概況、感
染細菌の同定およびその薬剤感受性を調査した。
【材料と方法】
　回顧的調査として、両TCで2011~2013年に挫
跖と診断・治療した400頭を対象として、排膿の有
無、治療期間、治療内容を調査した。
　細菌学的調査としては、両TCで挫跖の治療中に
蹄から排膿した19頭から、膿スワブを採材し膿中
の細菌を分離・同定した。採材部はポビドンヨード
とイソプロピルアルコールで消毒し、内部の膿を
BD BBLTMカルチャースワブプラスを用いて採取し
た。なお、15頭から分離された細菌株については、
セファロチン（CET）、カナマイシン（KM）、アミカ
シン（AMK）、ミノサイクリン（MINO）に対する薬
剤感受性試験を行った。
【結果】
　挫跖症例400頭のうち、排膿した頭数は98頭
（24.5%）であった。治療期間は全体では1~49日で
あったが、排膿の有無（＋/－）で群分けすると、治
療期間の中央値は、排膿（＋）群は7日、排膿（－）群
は3日であった（図1）。治療に要した期間が同じ症
例のうち、排膿した症例の割合を排膿率として表
すと、排膿率は治療期間が長くなるにつれて増加

した（図2）。挫跖と診断された症例の最も一般的
な治療は、NSAIDs単独での治療であり、62.3%で
あった。23.3%は抗菌薬を用いて治療されており、
その約7割がCET単独での治療であり、残りの約3
割は初診時にKMを1回投与されていた。
　膿スワブを採材した19頭すべてから計75株の
細菌が検出された（図3）。そのうち、17頭はグラム
陰性通性嫌気性桿菌か偏性嫌気性菌のいずれかを
必ず含む複数の菌による感染で、2 頭 は
Staphylococcus aureusの単独感染であった（図4）。
これらの菌が最も高い感受性を示した抗菌薬は、
グラム陰性通性嫌気性菌ではAMK、偏性嫌気性菌
ではMINO、S. aureusではCETであった（図5）。
【考察】
　挫跖症例の4分の1が排膿していることと、すべ
ての膿スワブから細菌が検出されたことから、排
膿は化膿性蹄皮炎の症状のひとつと考えられ、TC
において挫跖と診断する症例のうち、少なくとも
4分の1以上は化膿性蹄皮炎であることが示唆さ
れた。非感染性の挫跖と比較して化膿性蹄皮炎の
治療期間は長く、4日以上となる可能性が高いこ
とが分かった。化膿性蹄皮炎には、グラム陰性通性
嫌気性菌か偏性嫌気性菌を必ず含む複合感染型
と、S.aureusの単独感染型の2つの感染様式がある
ことが示唆された。それぞれの感染型で、感受性の
ある抗菌薬が異なり、複合感染型にはAMKと
MINOが、単独感染型にはCETが有効であると考え
られた。
　以上のことから、治療期間が4日以上となった
挫跖と診断される症例では、化膿性蹄皮炎を疑い
抗菌薬投与を考慮する必要があることと、その場
合にはCETとAMKもしくはMINOを併用すること
が有効であると考えられた。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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多剤耐性菌が分離された感染性角膜炎の3症例

○大塚　佑・和久野愛（栗東）・黒田泰輔（総研）・丹羽秀和・木下優太(栃木）・栗本慎二郎・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　感染性角膜炎は長期の治療を要する疾患であ
り、本会では第一選択薬として、主にニューキノロ
ン系やアミノグリコシド系の抗菌点眼薬が使われ
ている。しかし近年、上記抗菌薬に耐性を示す細菌
の分離症例が増加している。2009年以降に発症し
た感染性角膜炎の分離菌に対して、上記抗菌薬の
感受性は約半分近くに低下している(図1)。また、
これまでに上記抗菌薬に耐性を示す多剤耐性菌の
分離症例として、ﾒﾁｼﾘﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌(MRSA)
が8例、Acinetobactor baumanniiが3例分離されて
いる。多剤耐性菌が分離された角膜炎11例では、
他の分離菌症例と比較して、角膜穿孔が4例と有
意に多く、治療日数も有意に延長していることか
ら、特に問題となっている。本報告では、多剤耐性
菌が分離された3症例について、微生物学的検査
および抗菌薬投与を中心に報告する。

【症例】
　症例1：牝馬3才。調教後より創傷性右角膜炎を
発症した。初期治療に反応せず、第6病日の微生物
学的検査より真菌(Aspergillus属)が分離された(図
2)。治療を継続するが病態は悪化し、第30病日に
角膜穿孔を認めた(図3)。第54病日に採取した眼房
水からはMRSA、レンサ球菌が分離された。本症例
ではMRSAに感受性を示す抗菌薬は投与されず、
MRSAによる病態悪化が示唆された(表1)。
　症例2：牡馬4才。放牧先で創傷性左角膜炎を発
症した。第15病日から本会施設にて治療を継続し
たが、第43病日に角膜穿孔を認めた(図4、5)。複数
回検査を実施し、感受性を示したクロラムフェニ
コールの点眼を継続したが(表1)、第39病日でも
MRSAが分離され、感染制御が困難となった。本症
例では、早期の検査による原因菌の特定と点眼方
法など更なる治療が必要であった。
　症例3：牡馬3才。出走翌日より創傷性右角膜炎

を発症した。症状は徐々に悪化し、第3病日に検査
を実施したが、菌は分離されなかった(図6)。第8病
日の検査より、A. baumanniiが分離された。感受性
を示したペプチド系抗菌薬と大量投与で効果が期
待されるミノサイクリンの点眼により(表1)、病態
の改善が認められ、第33病日に治癒した。本症例
では、検査を早期かつ複数回実施したことで、感受
性抗菌薬の投与が可能となった。また、頻回の点眼
や注射薬を点眼に応用したことが、治癒した要因
の一つと考えられた。

【考察】
　多剤耐性菌は、全ての症例で一定期間の抗菌薬
投与後に分離されており、菌交代現象により出現
したと考えられた。したがって、菌交代に対応した
複数回の検査と感受性抗菌薬の選択が重要であ
る。症例2のように感染制御が困難な症例では、点
眼方法や手術の適応などさらなる積極的な治療を
検討する必要がある。一方、症例3では適切な治療
で治癒できたことから、感染性角膜炎に対して、早
期の検査によって原因菌を特定し、その後も定期
的な検査に基づく抗菌薬の選択と投与が重要と考
えられた。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

図1　角膜炎分離菌に対する薬剤感受性

表1　MRSAおよびA.baumanniiの薬剤感受性

図3　症例1　角膜穿孔

図2　症例1の治療経過と微生物学的検査結果

図4　症例2の治療経過と微生物学的検査結果 図6　症例3の治療経過と微生物学的検査結果

図5　症例2　角膜穿孔
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各種ニューキノロン系抗菌点眼薬の
細菌性角膜炎に対する効果

○木下優太・丹羽秀和・片山芳也(栃木)

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

ウマ角膜炎病原菌に対する
ニューキノロン系抗菌点眼薬としては、
以下の 2 剤が有効であることが示唆された
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肺動脈破裂に至った僧帽弁逆流症の１症例

○伊藤瑛基(美浦)・徳重裕貴(美浦)・吉原英留(美浦)　
南　卓人(美浦)・上野孝範(総研栃木)・草野寛一(美浦)

【はじめに】
　 ウ マ に お け る 僧 帽 弁 逆 流 症 ( M i t r a l  
Regurgitation:MR)は弁膜の変性や腱索の断裂、心
内膜炎によって発症し、呼吸器症状や、発熱、運動
不耐性といった臨床徴候を示すことが知られてい
る。進行すると、肺水腫による呼吸困難や心房細動
などを引き起こし、致死的な状態に陥ることが報
告されている。今回我々は、MRを発症し、肺動脈破
裂を認めた症例に初めて遭遇したので、その概要
を報告する。

【症例馬の概要】
　症例は3回の出走歴を有するサラブレッド種競
走馬(雌 3歳)で、調教後より発熱や発咳および肺の
粗励音などの呼吸器感染を疑う症状を示していた
ため、抗生物質による治療を開始した。13日間の
加療後、病態が安定したため近隣牧場へ移動した。
しかし、放牧2日後に再度発熱し、心雑音を認める
ようになっていた。エコー検査で左心房および左
心室の肥大およびカラードプラにてモザイクパ
ターンを確認したためMRと診断した(図1)。また、
肺水腫を示す肺実質のBラインが観察されたため
(図2)、利尿剤の投与を開始した。対症療法を継続
したが、初診から第38病日に死亡した。

【病理所見】
　左右の心房および心室拡張を認め、特に左心で
顕著であった。肺動脈基部より約6cmの長さにわ
たりＴ字状の裂孔を形成していた。出血は少量で
肺動脈周囲にとどまっており、心嚢水への血液混
入は軽微だった(図3)。肺動脈破綻部の近辺には心
機能を調節する末梢神経が走行していた(図4)。僧
帽弁の腱索の断裂や疣贅付着は認められず、弁中
央の腱索付着部基部付近が肥厚し、リンパ球およ
びマクロファージの浸潤が認められた(図5)。ま

た、肺胞内への液体貯留は軽度であり含気した肺
胞も多く認められ、肺水腫は改善傾向にあったと
考えられた(図6)。

【考察】
　病理所見をまとめると、肺動脈破綻部からの出
血は少量であったこと、心嚢水への血液混入は軽
微であったこと、肺水腫は改善傾向にあったこと
から、これらが直接的な死因である可能性は低い
と考えられた。また、肺動脈破綻部の付近に末梢神
経が走行していたことから、肺動脈破裂の出血に
より心機能を調節する末梢神経系を障害し、心機
能に影響を与え死亡した可能性があると考えられ
た。今回MRが進行し肺動脈破裂を発症した珍しい
症例を経験したが、その予後は悪く死に至った。ま
た、病理所見から死因を特定することはできな
かった。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

図１　第15病日に実施した心エコー検査画像
（逆流に特徴的なモザイクパターンを認める）

図2　肺のエコー検査画像

図3　心臓の病理所見

図4　破綻部近辺に走行する末梢神経

図5　僧帽弁の病理所見

図6　肺の病理所見
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循環器疾患が疑われたサラブレッドにおける
心エコー検査の有用性

○鈴木　吏・田上正明・加藤史樹・山家崇史（社台ホースクリニック）

【背景と目的】
　欧米における馬の心エコー検査は1980年代よ
り臨床的に実施され始め、その有用性については
既知の事実となっている。しかしながら、本邦にお
ける馬の循環器疾患に対する心エコー検査の報告
は殆どない。我々は2006年より心エコー検査を積
極的に実施しており、現在では循環器疾患を疑う
症例において欠かせない検査となっている。今回
は、循環器疾患が疑われて心エコー検査を実施し
たサラブレッドの概要について報告する。

【材料と方法】
　2006年以降に心エコー検査を実施した53頭
（雄33頭、雌18頭、騸2頭）の記録を調査した。当歳
12頭、1～2歳15頭、3～4歳9頭、5～10歳7頭、11
歳以上10頭であった。現役競走馬は9頭であった。
検査理由は、偶発的に心雑音や不整脈が判明した
症例が28例、心房細動4例、プアパフォーマンス5
例、持続する発熱8例、疝痛様症状2例、その他6例
であった。心雑音が聴取された症例は35例であっ
た。検査は、おもに右側胸郭から長軸4腔断面、長
軸5腔断面、右室流出路断面、短軸断面、左側胸郭
から長軸2腔断面を描出し、必要に応じてドプラ
法による観察も行った。11頭で、安楽死あるいは
斃死後に病理解剖検査を実施した。

【結果】
　心室中隔欠損が2例で認められ、1例は病理解剖
検査を実施し、1例は経過観察中に欠損孔の閉鎖
が認められた。1例でファロー四徴が認められた。
僧房弁閉鎖不全症が16例、大動脈弁閉鎖不全症が
11例、三尖弁閉鎖不全症が2例で認められた。心内
膜炎が疑われた症例は5例、腱索断裂が2例、心室
中隔膿瘍が1例で認められた。育成期において閉
鎖不全が認められた13例中、5例が出走し（全例が

レースで勝利した）、3例は経過観察中である。疝
痛様症状で検査を実施した2例は、僧房弁腱索断
裂による急性肺水腫が1例、心室中隔膿瘍が1例で
あった。プアパフォーマンスで検査を実施した症
例では、構造的な異常は認められなかった。

【考察】
　育成期に心雑音が聴取された症例では、経時的
な心エコー検査によって、競走馬としての可能性
を判断し得る有益な情報を得ることが可能であっ
た。現役競走馬の後天性心疾患の診断や、心房細動
に対する除細動前後の検査にも有用であった。ま
た、心雑音のない症例においても心エコー検査で
異常が認められたことは興味深い結果であった。
プアパフォーマンスを理由に検査した症例は診断
に至らなかったが、Overground Endoscopyや運動
時心電図検査、あるいはストレス心エコー検査を
実施することで診断できたかもしれない。今後の
検討課題として、積極的に実施していきたい。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

図1 図4

図2

図3
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セボフルラン吸入麻酔とアルファキサロン‐メデトミジン
持続静脈内投与を併用したバランス麻酔法

○徳重裕貴・岡野　篤（美浦）・和久野愛（栗東）・前　尚見（函館）・前田達哉
伊藤瑛基（美浦）・永田俊一（競理研）・久代明日香（美浦）・太田　稔（総研）

【背景と目的】
　吸入麻酔薬単独で麻酔管理した場合、循環抑制
などの副作用が強く発現するため、近年では静脈
麻酔薬を併用して吸入麻酔薬の必要量を減らす
「バランス麻酔法」が主流となっている。2014年に
日本国内で市販開始となったばかりの静脈麻酔薬
アルファキサロン(Alf)は、すでに馬における維持
麻酔薬としての有用性が報告されており、今後は
バランス麻酔での応用が期待される。そこで今回、
美浦で臨床応用しているメデトミジン（Med）持続
静脈内投与（CRI）を比較対象として、さらに吸入麻
酔薬必要量の減少が期待できる、Alf－Med CRIを
併用したバランス麻酔法の有用性を検討した。

【材料と方法】
　腕節構成骨の骨片摘出術を実施する競走馬50
頭を、無作為にAM群(25頭)とM群(25頭)に分類し
た。Med 5.0 μg/kgおよびミダゾラム 0.02 mg/kg
による鎮静後、AM群はGGE－Alf（1.0 mg/kg）、M
群はGGE－チオペンタールNa（4.0 mg/kg）により
倒馬した。AM群ではセボフルラン吸入麻酔にAlf
（0.5 mg/kg/hr）－Med（3.0 μg/kg/hr）CRIを、M
群ではMed（3.0 μg/kg/hr)CRIをそれぞれ併用し、
術中の麻酔深度はセボフルラン濃度で調節した。
術中の平均動脈圧（MAP）が70 mmHg以上となる
ようドブタミンを投与した。AM群の10頭は、倒馬
後、吸入麻酔開始15、30、45分後および起立後に
静脈血を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデ
ム質量分析法により血漿中Alf濃度(AC)を測定し
た。覚醒は自由起立とし、再鎮静は実施しなかっ
た。起立グレード(G5=excellent～G1=poor)をブラ
インドで評価し、各覚醒所見（自発呼吸・体動・起立
の試み・起立など）の発現時間を記録した。統計解
析は、一元配置分散分析、二元配置分散分析、多重

比較検定、Mann－Whitney’s U－testにより行い、
p<0.05をもって有意差ありとした。

【結果と考察】
　術中の平均終末呼気セボフルラン濃度は、AM群
が1.8±0.2 %（約0.76MAC）、M群が2.4±0.1 %（約
1.04MAC）であった（図1）。Alf－Med CRIの併用に
よりセボフルラン必要量が約25～27％有意に減
少した。MAPを目標値に維持するために必要な平
均ドブタミン投与速度は、AM群(0.53±0.20 μ
g/kg/min）はM群(0.85±0.32 μg/kg/min)に比較
して有意に低値を示した（図2）。このことから、Alf
－Med CRIの併用により循環抑制が軽減されたと
考えられた。麻酔中の平均ACは有意な変動なく
(0.8～0.9 µg/ml)、起立時(0.3±0.1 µg/ml)には有
意に低値を示した（図3）。投与速度は適正であり、
投与後は迅速に消失したと考えられた。起立グ
レードおよび各覚醒所見の発現時間は、両群間に
有意差は認められなかったが、AM群の5頭で覚醒
期に一過性の興奮作用が認められた（図4）。以上
のことから、Alf－Med CRIを併用したバランス麻
酔法は、覚醒期における興奮作用に注意する必要
はあるものの、大幅にセボフルラン必要量を減少
できることから、特に開腹術などのハイリスクな
症例には有用であると考えられた。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。

図1　術中の終末呼気セボフルラン濃度
*群間に有意差あり（p<0.001）

図4　起立グレード

図2　維持期のドブタミン投与速度
*群間に有意差あり（p<0.001）

図3　血漿中アルファキサロン濃度
*倒馬後、起立後との有意差あり（p<0.05）
※倒馬後15 分、30 分、45 分との有意差あり（p<0.05）
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サラブレッドの上部気道疾患に対する
内視鏡下レーザー手術

○田上正明・加藤史樹・鈴木　吏・山家崇史（社台ホースクリニック）

【背景と目的】
　サラブレッドの上部気道疾患は、競走能力に大
きな影響を与える重要な疾患であり、近年オー
バーグラウンド内視鏡(OGE)による高速騎乗運動
時内視鏡検査が行われるようになり、その診断結
果に基づいた適切な治療(外科手術)が求められる
ようになってきている。未だ少数ではあるが、我々
が経験したサラブレッドの上部気道疾患に対する
内視鏡下レーザー手術について報告する。

【材料と方法】
　内視鏡の鉗子チャンネルを通したLiteCure®社
製ダイオードレーザープローブとStortz®社製馬
用喉頭鉗子を使用して、出力10～15Wでダイレク
ト(contact)に披裂喉頭蓋ヒダや声帯などの組織の
焼灼・切開を行った(図1)。麻酔はプロポフォール
静脈麻酔下、胸骨座位にて手術部位には2％リド
カインによる表面麻酔を実施した(DDSP症例を除
く、図2)。内視鏡下レーザー手術の対象となった上
部気道疾患とそれぞれの手術手技は以下のとおり
であった。
　Laser Resection of Epiglottic Fold (LREF)：
Ep i g l o t t i c  E n t r a pmen t ( E E )に対しては、
Entrapmentを呈した喉頭蓋下ヒダの尖部に、なる
べく深くEEフックをかけ吻側/背側に牽引した状
態で、レーザーによって喉頭蓋下ヒダを縦軸に切
開した(図3)。
　Laser Resection of Aryepiglottic Fold (LRAF)：
Axial Deviation of Aryepiglottic Fold(ADAF)に対し
ては、変位する披裂喉頭蓋ヒダの中央部を、馬用喉
頭鉗子によって軸側に牽引しながら、レーザーに
よって垂直・水平方向に切開し三角形の組織を切
除した(図4)。
　Laser Ventriculocordectomy (LVC)：Vocal Cord 
Collapse(VCC)に対しては、まず声帯を馬用喉頭鉗

子で把持・軸側に牽引し腹側を水平方向に、軸側を
縦軸にレーザーによって切開・摘除し、次に声嚢の
深い部位を馬用喉頭鉗子で把持・牽引しレーザー
切開による声嚢粘膜の摘除を行った(図5)。
　Laser Palatoplasty (LP)：Dorsal Displacement of 
Soft Palate (DDSP)に対しては、レーザーによる軟
口蓋辺縁に対する点状焼灼術を複数部位(20-30ヶ
所)に行い、併せて胸骨甲状筋腱接合部切断術
(Sternothyroid tenectomy and myectomy)を実施
した(イソフルラン吸入麻酔下仰臥位にて、図6)。

【結果と考察】
　内視鏡下レーザー手術には、術者と助手の手技
の習熟が必要であり、安易に立位での手術を選択
すべきでないと考える。また、レーザープローブの
先端は折れやすいので注意が必要である。
　26頭のレーザー手術の麻酔時間は8～48分(平
均28分)であった。手術ならびに麻酔のトラブルは
ほとんどなかった。LVでは切開部からの出血が多
く、ガーゼによる清拭や吸引処置が必要であった。
　LPP以外の手術では、術後合併症として手術部
位における術後の炎症性浮腫が様々な程度で観察
され、術後の内視鏡検査と適切な対応(抗炎症剤の
積極的な投与など)が必要と思われた。また、同様
の理由から、複合した病態に対する異なる手術手
技を一度に実施しないほうが良いと思われた。
　術後は臨床症状の改善が認められる症例が多
く、重賞レース優勝などを含め良好な術後成績を
収めた症例も認められた。EEを除く上部気道疾患
の症例では、手術の有効性を確認するために術後
のOGEを実施していくことが強く望まれるし実施
していきたい。今後さらに症例を重ね、手技の習熟
に努めたい。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
よりも有効であることが示唆された。
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倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
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いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
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大腿骨ボーンシストに
ラグスクリューを挿入した育成馬の一症例

○大塚健史（日高）・樋口　徹（NOSAI日高）・宮越大輔（HBA静内）・秋山健太郎
宮田健二・羽田哲朗・石丸睦樹・佐藤文夫（日高）

【背景と目的】
　大腿骨遠位内側顆におけるボーンシスト（SBC）
は、しばしば調教開始とともに難治性の跛行を呈
することで発見され、保有率は市場取引馬の1.7～
3.6％と報告されている。治療法として、ヒアルロ
ン酸やアミノグリカンの関節内あるいは全身投
与、SBC内へのステロイド剤注入や関節鏡手術に
よるSBCの掻爬などが行われているが、治癒まで
に時間を要するとともに、跛行を繰り返すことも
多く、新たな治療法が望まれている。近年、この
SBCへのラグスクリューの挿入が有効との報告が
あり、新たな治療法として期待されている。今回、
育成馬の大腿骨遠位内側顆のSBCに遭遇し、ラグ
スクリューの挿入による治療を試みたので、その
概要を報告する。

【症例】
　サラブレッド牝馬。18ヶ月齢時、騎乗馴致のた
め、調馬索運動を開始したところ、2週間経過後に
左後肢の混跛を認めた。歩様は消炎剤投与により
一時的に良化したが、運動再開とともに悪化した。
20ヶ月齢時にX線検査を行い、両大腿骨遠位内側
顆にSBCを認めたため、患部へラグスクリューを
挿入した（図1、2）。術後翌日から歩様は良化し、速
歩時に左後肢の軽度懸跛を認めるのみであった。
　術後1ヶ月は馬房内休養とし、その後、引き運
動、ウォーキングマシンによる常歩を開始し、徐々
に運動時間を延長した。良好な経過をたどり、術後
3ヶ月目から騎乗馴致を再開した。騎乗馴致では
調教負荷が不十分なため、トレッドミルによる調
教を併用した（図3）。トレッドミル調教開始直後
は左後肢の軽度の懸跛を認めたが、その後、異常は
認めなかった。術後4ヶ月目から騎乗調教を開始
し、術後5ヵ月目の北海道トレーニングセールに

おいて公開調教を実施し、落札された。術後は1ヶ
月毎にX線検査を行ったが、最後までSBCの陰影に
変化は認められなかった（図4）。

【考察】
　SBCへのラグスクリューの挿入は国内での実施
報告はなく、国内初の治療例である。手術直後から
歩様は良化し、従来の治療法と比較して早期に運
動再開できたことから、近年の報告同様に大腿骨
遠位内側顆のSBCへのラグスクリューの挿入が有
効な治療法であることが示唆された。また、トレッ
ドミル調教は規定運動によりオーバーワークを予
防でき、長期休養からのリハビリに応用できるこ
とが示唆された。
　本年から北海道市場では1歳セールのレポジト
リーで、膝関節（後膝）のX線画像が任意提出され
るようになった。このことで、大腿骨遠位内側顆に
おけるSBCの発見が増加し、有効な治療法への要
望が高まると考えられる。今後、今回の治療法の有
効性を確認するため、さらなる検討をしていく予
定である。

【背景と目的】
　ニューキノロン系抗菌点眼薬は細菌性角膜炎の
治療薬として一般的に使用されており、各製薬
メーカーから有効成分の異なる様々な点眼薬が市
販されている。本研究の目的は、各種ニューキノロ
ン系抗菌薬のウマ角膜炎病原菌に対する効果を比
較することで、細菌性角膜炎における最も有効な
ニューキノロン系抗菌点眼薬を明らかにすること
である。

【材料と方法】
　2009-2015年に眼疾患を呈した37頭の競走馬
から分離培養された細菌61株 (ブドウ球菌24株、
連鎖球菌11株、緑膿菌6株、その他20株) を用い
た。これら細菌のニューキノロン系抗菌薬 (オフロ
キサシン(OFX)、レボフロキサシン (LVX)、ロメフ
ロキサシン (LOM)、トスフロキサシン (TFX)、ガチ
フロキサシン (GAT)、モキシフロキサシン (MXF)) 
に対する最少発育阻止濃度 (MIC) を常法に従い測
定した。また、市販点眼薬ごとに有効成分濃度や製
剤調整法が異なるため、7種の各市販点眼薬 
(OFX0.3％製剤、LVX0.5％製剤、LVX1.5％製剤、
LOM0.3％製剤、TFX0.3％製剤、GAT0.3％製剤、
MXF0.5％製剤) についてウマの角膜炎で特に重

要な連鎖球菌、ブドウ球菌および緑膿菌の最大発
育阻止希釈倍率を求めた。さらに、各抗菌薬による
耐性変異株出現頻度についても検討した。

【結果】
　全株におけるMIC90 (90%の菌株が発育阻止さ
れるMIC) は、GATおよびMXFが4μg/ml、LVXおよ
びTFXが8μg/ml、OFXが16μg/ml、LOMが64μ
g/mlであった。各市販点眼薬の最大発育阻止希釈
倍率は、連鎖球菌およびブドウ球菌に対しては
MXF0.5%製剤 が最も高く (25600-51200倍)、そ
の傾向はMRSAにおいても同様であった。一方、緑
膿菌に対してはLVX1.5%製剤が最も高かった 
(12800-25600倍)。各抗菌薬による耐性変異株出
現頻度に大きな差は認められなかった。

【考察】
　市販点眼薬の最大発育阻止希釈試験から、グラ
ム陽性球菌に対してはMXF0.5%製剤、緑膿菌に対
してはLVX1.5%製剤 が最も効果を維持できるこ
とが明らかとなった。また、耐性変異株出現頻度の
検討結果においても、MXFあるいはLVFが他の抗
菌薬に比較し著しく耐性株を誘導するものではな
いことが示唆された。以上の結果に加え、文献上こ

れら2剤は眼表面あるいは眼内移行性に優れると
報告されていることから、ウマの細菌性角膜炎症
例に対するニューキノロン系抗菌点眼薬として、
MXF0.5%製剤およびLVX1.5%製剤が他の点眼薬
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図1　左膝関節のX線画像

図2　左膝関節（ラグスクリュー挿入後）

図3　トレッドミル調教メニュー 図4　X線画像の推移（左膝関節）

術前

術後3日

術後2ヶ月

術後5ヶ月
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受精卵の発育休止が疑われた
サラブレッドの妊娠例について

○佐藤文夫・冨成雅尚・村瀬晴崇・石丸睦樹（日高）・遊佐繁基・中西信吾（JBBA静内）・戸崎晃明（競理研）

【背景と目的】
　受精卵の発育休止とは、胚の発生初期に不良な
環境によって引き起こされる胚発育停止状態のこ
とである。多くの哺乳類において報告されている
が、馬では知られていない。この度、当牧場に繋養
中の繁殖牝馬において受精卵の発育休止が疑われ
る症例に遭遇したので、報告する。あわせて、同様
の事象が起こっている可能性について、国内の繁
殖記録データベースを検索し、馬における受精卵
の発育休止が引き起こされる要因について考察し
た。

【症例および検証】
　繁殖牝馬（3歳、初共用）。22日間の間隔を空けた
異なる発情周期に異なる2頭の種牡馬（AおよびB）
による交配（配合変更）の結果、産まれた産子が、血
統登録のためのDNA親子鑑定により、最初の交配
種牡馬Aの産子であることが判明した（図１）。

交配種牡馬および親子鑑定の検証
　交配記録動画の再確認（図２）およびTKY補完
マーカーによる親子鑑定を実施し（図3）、産子は
最初に交配した種牡馬Aの子であることが再確認
された。

交配記録の検証
　種牡馬Aとの交配後の妊娠鑑定では、子宮内に
胚の存在を認めなかった。その後、血中プロジェス
テロン濃度は減少し、発情の回帰を認めた（図4）。
種牡馬Bとの再交配後の妊娠鑑定では、1排卵だっ
たにも拘わらず直径約10mmの胚を2つ認めた。胚
の１つは用手破砕され、もう一方の胚は順調な発
育を呈し、最終交配（種牡馬B）から332日目［最初
の交配（種牡馬A）から354日目］に正常分娩されて
いた。

繁殖成績の検索
　国内における繁殖成績（1998～2013年）を
JAIRSから抽出し、解析した。その結果、種牡馬変更
による分娩登録された記録（延べ7,787頭）の中に
最終交配種牡馬と異なる登録が26例存在した。そ
の内20例は同日あるいは1週間以内の交配のため
除外すると、6例が12～21日の間隔を空けた交配
であり、その内3例は、本症例と同様に受精が起き
た交配からの妊娠期間が350～364日で、妊娠期
間の延長が認められる症例であった。

【考察】
　今回の症例のように1発情周期もの間隔を空け
た種牡馬変更による交配にも拘らず、最初の交配
種牡馬の子馬が生まれることは非常に稀な事象で
ある。この様な妊娠が起こるメカニズムとして、受
精卵の卵管内における停留が発育停止を引き起こ
したと考えることができた。国内の過去16年の繁
殖記録から同様な症例が3例存在していたことか
ら、受精卵の卵管内における停滞は、馬における受
精卵の発育休止を誘発する要因になると考えられ
た。
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（図1）症例（3歳牝馬、繁殖初供用）の経緯

（図2）種馬場での交配記録動画の確認
　　   上：種牡馬A、下：種牡馬B

（図3）TKY補完マーカーによる親子鑑定
紫色の部分は親子関係に矛盾を生じる遺伝子型。
種牡馬Bは子馬の父親として否定される。

（図4）症例馬の血中プロジェステロン濃度の変化
2回目交配前に低値を示し、子宮内に胚の存在が無かったこと
が確認された。

（図5）同様な症例の検索
最終交配種牡馬と異なり、12～21日の間隔を空けた交配登録
馬が6例存在した。その内、赤字の例は、妊娠期間の延長が認め
られる症例であった。
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子馬の肢蹄のトラブル解消法　－総括－

○田中弘祐・中西信吾（JBBA静内)・青木　修（日装)

　生まれたときからアスリート（競走馬）になるこ
とを宿命づけられているサラブレッドは、先天性
または後天性の肢蹄のトラブルに対して早期に適
切な処置を施すことで、その価値の向上やトップ
アスリートになる可能性を高めることができる。
一方、様々な化学的素材や合成樹脂などの最新素
材の開発により、生産地においても肢蹄に発生す
るトラブルに対応する矯正処置法や解消法が飛躍
的に向上してきた。
　そこで、これまで日高地区で生産された子馬を
対象に、試行錯誤しながら実践してきた肢蹄のト
ラブル解消法について、症例を挙げながら総括し
たい。

■肢蹄のトラブル解消法の機能面からの分類
①荷重の軽減および荷重の偏りを調整すること
で成果を得る方法
・X脚・O脚・球節内反などの矯正法
（関節の内反や外反の矯正）
症例１：左前肢のX脚を矯正するため、内側

に張出しプレートや充填剤を接着
し、狭く踏ませることで、腕関節に
かかる荷重を調整した結果、矯正か
ら80日で改善した（図1）。

②筋や腱の緊張をコントロールすることで成果
を得る方法
・クラブフットや突球などの解消法
症例２：突球に対して、初回処置として充填

剤を使って25㎜のヒールアップを
行うことで、後方破折していた趾軸
の改善が認められた。ヒールアップ
したことで深屈腱が緩み、球節周囲
の力学的なバランスが変化したこ
となどのストレッチ効果により、趾
軸の改善が現れたと考えている。結
果的にこの症例は、飼養管理の改

善、獣医学的治療および装蹄療法を
継続的に実施しところ、4ヵ月で改
善した（図2）。

③蹄自体の変形や歪みを物理的に矯正すること
で効果を得る方法
・蹄壁の凹弯や狭窄蹄の解消法
症例３：狭窄蹄に対して、特殊なスプリング

を取り付けた蝶番蹄鉄を装着した
症例である。スプリングで強制的に
蹄の後半部を拡張した結果、3ヵ月
ほどで、峻立していた蹄側壁や蹄骨
側面の傾斜が、ほぼ正常に修復され
た（図3）。

■これらの処置方法や解消方法を実施する場合の
留意点
・トラブルの早期発見
　先天性では原則として生後1～2週間の間に、後
天性では発見した時に馬管理者、装蹄師および獣
医師が協力して馬体および歩様や肢勢などを
チェックし、肢の向きや関節の変形、蹄の異常など
を早期に見極めることが大切である。
・実施のタイミング
　先天性異常の矯正は、原則として生後2～4週間
位から始める。しかし、早急な処置が不要な例や後
天性では、肢の状態を観察しながら矯正処置のタ
イミングを探ることが大切である。
・処置後の経過観察
　処置後も肢蹄の状態を経時的に注意深く観察
し、症状の悪化や新たな肢蹄の捻れなどの不具合
が発生した場合、矯正を中止、あるいは他の処置法
を探るなど臨機応変な対応を行なう必要がある。

■関係者の協力と相互理解
　子馬の肢蹄のトラブルを解消するためには、馬
管理者・装蹄師・獣医師3者の相互理解に基づく、

早期発見と適時の矯正・治療こそが大切である。装
蹄や獣医技術の向上に務めると同時に、関係者一
同が肢蹄のトラブルに対する共通認識を持ち、一
丸となった協力体制の構築に努力することが不可
欠であると考えている。
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　生まれたときからアスリート（競走馬）になるこ
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または後天性の肢蹄のトラブルに対して早期に適
切な処置を施すことで、その価値の向上やトップ
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材の開発により、生産地においても肢蹄に発生す
るトラブルに対応する矯正処置法や解消法が飛躍
的に向上してきた。
　そこで、これまで日高地区で生産された子馬を
対象に、試行錯誤しながら実践してきた肢蹄のト
ラブル解消法について、症例を挙げながら総括し
たい。

■肢蹄のトラブル解消法の機能面からの分類
①荷重の軽減および荷重の偏りを調整すること
で成果を得る方法
・X脚・O脚・球節内反などの矯正法
（関節の内反や外反の矯正）
症例１：左前肢のX脚を矯正するため、内側

に張出しプレートや充填剤を接着
し、狭く踏ませることで、腕関節に
かかる荷重を調整した結果、矯正か
ら80日で改善した（図1）。

②筋や腱の緊張をコントロールすることで成果
を得る方法
・クラブフットや突球などの解消法
症例２：突球に対して、初回処置として充填

剤を使って25㎜のヒールアップを
行うことで、後方破折していた趾軸
の改善が認められた。ヒールアップ
したことで深屈腱が緩み、球節周囲
の力学的なバランスが変化したこ
となどのストレッチ効果により、趾
軸の改善が現れたと考えている。結
果的にこの症例は、飼養管理の改

善、獣医学的治療および装蹄療法を
継続的に実施しところ、4ヵ月で改
善した（図2）。

③蹄自体の変形や歪みを物理的に矯正すること
で効果を得る方法
・蹄壁の凹弯や狭窄蹄の解消法
症例３：狭窄蹄に対して、特殊なスプリング

を取り付けた蝶番蹄鉄を装着した
症例である。スプリングで強制的に
蹄の後半部を拡張した結果、3ヵ月
ほどで、峻立していた蹄側壁や蹄骨
側面の傾斜が、ほぼ正常に修復され
た（図3）。

■これらの処置方法や解消方法を実施する場合の
留意点
・トラブルの早期発見
　先天性では原則として生後1～2週間の間に、後
天性では発見した時に馬管理者、装蹄師および獣
医師が協力して馬体および歩様や肢勢などを
チェックし、肢の向きや関節の変形、蹄の異常など
を早期に見極めることが大切である。
・実施のタイミング
　先天性異常の矯正は、原則として生後2～4週間
位から始める。しかし、早急な処置が不要な例や後
天性では、肢の状態を観察しながら矯正処置のタ
イミングを探ることが大切である。
・処置後の経過観察
　処置後も肢蹄の状態を経時的に注意深く観察
し、症状の悪化や新たな肢蹄の捻れなどの不具合
が発生した場合、矯正を中止、あるいは他の処置法
を探るなど臨機応変な対応を行なう必要がある。

■関係者の協力と相互理解
　子馬の肢蹄のトラブルを解消するためには、馬
管理者・装蹄師・獣医師3者の相互理解に基づく、

早期発見と適時の矯正・治療こそが大切である。装
蹄や獣医技術の向上に務めると同時に、関係者一
同が肢蹄のトラブルに対する共通認識を持ち、一
丸となった協力体制の構築に努力することが不可
欠であると考えている。
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立位MRI検査による浅屈腱炎
および斜種子骨靭帯炎の診断

○飯森麻衣・岡田　淳・溝部文彬・新崎裕太・野村基惟・水上寛健・栗本慎二郎・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　我々は昨年の本研究発表会で、球節以下の疾患
における立位MRI検査の応用について報告した。
海外では立位MRI検査は様々な疾患に利用されて
おり、腱・靭帯に対して、超音波検査を補完する目
的として活用されている。今回我々は、競走馬の代
表的な疾患である浅屈腱炎および斜種子骨靭帯炎
に対するMRI検査および超音波検査を比較し、若
干の知見を得たのでその概要を報告する。

【材料と方法】
　対象疾患は浅屈腱炎（繋部・管部）および斜種子
骨靭帯炎とし、MRI検査と超音波検査の画像所見、
検査手技ついて比較した。MRI装置はハルマーク
社（イギリス）製のオープンガントリー式0.27テス
ラ永久磁石Hallmarq Equine Limbscanner®を使
用した。MRI標準撮影条件としてT1強調・T2強調・
脂肪抑制画像を設定し、撮影を行った。撮影断面は
横断面を基本とし、必要な症例については矢状断
面を追加した。

【結果・考察】
　浅屈腱炎および斜種子骨靭帯炎は、海外での既
報どおり立位MRI検査においても診断が可能で
あった。
　管部の浅屈腱炎における急性期の病変描出能に
ついては、両検査間にほとんど差はなかった。ま
た、MRI検査においては撮影部位が管近位のため、
体動の影響が出やすく、画像に歪みが生じやすい
欠点があった。しかし、治癒期に関しては、超音波
画像では損傷部が不明瞭となる2ヵ月後のでも、
MRIのT1強調画像では高信号を認めた（写真1）。
そのため、治癒期におけるMRIでの評価は再発時
および前駆病変も併せて、更なる検討が必要と考
えられる。

　繋部の浅屈腱炎については超音波検査でも描出
および診断は可能だが、特に遠位部（P1C）では
MRI検査の方が損傷部の境界をより明瞭を描出で
き、正確な診断が可能と考えられた（写真2）。ま
た、超音波検査における斜種子骨靭帯炎の描出は
アーチファクトが多く、診断には経験と技術が必
要とされる。一方、MRIでは描出が容易で、客観的
な損傷範囲の評価が可能であった（写真3）。さら
に、他の種子骨靭帯や骨への付着部の評価を同時
に実施できる利点があると考えられた。
　繋部のMRI検査は腱・靭帯組織の辺縁ならびに
正常部と損傷部の境界がより明瞭に描出でき、損
傷範囲を正確に把握することができたと考えられ
る。そのため、超音波検査と合わせて検査すること
で、より正確な診断が可能となり、繋部のMRI検査
を実施する価値は十分あると考えられる。
　今後は症例数を増やすとともに、撮影症例の予
後についての知見を蓄積していきたい。
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写真1

写真2（矢印は病変部）

写真3（囲みは斜種子骨靱帯）
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立位MRI検査による骨疾患の診断

○水上寛健・岡田　淳・溝部文彬・新崎裕太・飯森麻衣・野村基惟・栗本慎二郎・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　海外では、立位MRI検査を用いて骨折線の評価
を行っている。それ以外にも、X線で描出されない
微細骨折の早期診断、ならびに骨折の前駆病変と
考えられる骨炎症の検出が可能といった報告がな
されている。今回我々は、下肢部骨疾患を疑う症例
に対して立位MRI検査を実施し、臨床上有用な所
見を認めた3症例について、その概要を報告する。

【症例の概要】
　症例1：出走後から左前肢の跛行と腕節の腫脹
を認め、X線検査で第3手根骨の矢状骨折を確認し
た。骨折部位の詳細な評価を行うため、第3病日に
立位MRI検査を実施したところ、骨折線は骨体の
掌側面および遠位関節面には至っていないことが
確認できた（図1）。
　症例2：調教後から右前肢の跛行を呈し、第1指
骨近位背側面に圧痛を認めた。臨床所見から骨折
が疑われたが、第1病日ならびに第3病日のX線検
査では骨折線は確認できなかった。第4病日に立
位MRI検査を実施したところ、第1指骨近位部に骨
炎症所見が認められた（図2）。さらに、第29病日に
実施したX線検査で明瞭な骨折線が確認された。
　症例3：出走後から右前肢の跛行を呈し、診断麻
酔などにより球節の疾患が疑われたが、第2、第5
および第8病日のX線検査では明瞭な所見を確認
できなかった。第13病日に立位MRI検査を実施し
たところ、第3中手骨遠位部に骨炎症所見を認め
た（図3）。

【考察】
　立位MRI検査は、骨折線の走行を複数の撮影断
面から描出できることから、詳細な骨折線の評価
が必要な症例においては、予後判定を行う上で有
用と考えられた。また、発症初期のX線検査では異
常所見を認めない症例の中には、立位MRI検査に

おいて骨折を示唆する骨炎症所見を認める症例も
存在することがわかった。特に症例3について、ヒ
トの整形外科分野では、このような海綿骨内の炎
症を骨挫傷と診断している。外部から強い衝撃を
受けた際などに生じ、骨内の出血や急性炎症など
を反映したものと考えられており、X線やCTによ
る検査では異常を検出することはできず、MRI検
査はその診断に有用と考えられている。
　このように立位MRI検査は、競走馬に好発する
下肢部骨疾患に対しても応用可能であり、詳細な
診断に役立つものと考えられた。今後は症例数を
増やし、更なる検証を進めていきたい。
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（図1）症例1：第3手根骨横断面のMRI画像

（図2）症例2：第1指骨近位矢状断面のMRI画像

（図3）症例3：第3中手骨遠位前頭断面および
横断面のMRI画像
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立位MRI検査による経過観察を行った
感染性蹄骨炎の1例

○溝部文彬・野村基惟・新崎裕太・岡田　淳・加藤智弘（栗東）・上野孝範・片山芳也（栃木）・桑野睦敏（総研）

【はじめに】
　感染性蹄骨炎は血行性の感染あるいは周囲細菌
感染巣からの波及によって生じる難治性の疾病で
ある。その治療には抗菌剤の投与および外科的ド
レナージが選択されるが、腐骨を形成して感染が
慢性化する場合もある。今回我々は、感染が長期化
したことに伴い蹄葉炎を併発した感染性蹄骨炎症
例に対し、立位MRI検査による経過観察を行いな
がら複数の治療を実施したところ、臨床的に有益
な知見を得たのでその概要を報告する。

【症例の概要】
　症例は、サラブレッド種競走馬（雄3歳）で、初診
時より右前蹄の帯熱と跛行が認められた。鎮痛剤
の投与を継続するも疼痛が消失しないため、第10
病日にMRI検査を実施したところ、背側の蹄壁中
層から蹄骨に続く特異な信号強度を示す領域が観
察された（図1）。そこで、全身麻酔下で蹄壁を穿孔
したところ、少量の膿性浸出物が排出された（図
2）。穿孔部の洗浄と抗菌剤の肢端部局所投与を併
用して経過を観察したが、第25病日のMRI検査に
おいて蹄骨内の特異な信号強度を示す領域の拡大
を確認した（図3）。このため、さらに蹄壁を刮削し
て蹄骨を掻把したところ、掻把材料からメチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）が分離された。そ
こで、MRSAに対して感受性を示したST合剤の全
身性投与ならびに蹄壁刮削部に対するマゴット療
法を中心とした治療を開始した。その後、MRSAの
菌数は減少し、蹄骨内の感染は緩解したものの、蹄
骨の変位を併発し（図4）、その進行が著しく第67
病日に安楽死とした。

【病理ならびに細菌学的検索】
　病理学的検索において、慢性蹄葉炎を示唆する
表皮葉－真皮葉の剥離痕を伴う葉状層の再生なら

びに贅生角質の形成がみられた（図5）。また、蹄骨
の骨梁構造の消失（図6）ならびに軽度なリンパ球
浸潤を伴う結合組織の増生が観察された。細菌学
的検索において、MRSAは分離されなかった。

【考察】
　本症例において、感染性蹄骨炎の発症原因は不
明であったが、MRI検査はその炎症部位の特定に
おいて有用であった。また、蹄葉炎が患肢に発症し
た原因として、多剤耐性菌の感染に起因する葉状
層の炎症の長期化ならびに蹄壁刮削に伴う蹄背側
領域の支持力低下などが関連したと推察された。
最後に、病理ならびに細菌学的検索の結果から、
MRSAに対して本症例で組み合わせて実施した
種々の治療はある程度奏功したものと考えられ
た。特に、マゴット療法は組織深部に存在する壊死
組織の除去に有用と考えられた。
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図1　第10病日の立位MRI検査所見

図2　全身麻酔下での蹄壁穿孔術

図3　第25病日の立位MRI検査所見

図4　X線検査上認められた蹄骨の変位

図5　右前蹄部の傍正中縦断面

図6　右前蹄骨の骨吸収像（HE染色）
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腱内血管の有無から考える屈腱周囲炎症例における
屈腱炎の発症リスク

○田村周久・小平和道(総研)・吉原英留・三田宇宙(美浦)・浅野寛文・有馬大輔・
  飯森麻衣・浦山俊太郎(栗東)・山﨑洋祐(日高)・青木基記(本部)・笠嶋快周(総研)

【背景と目的】
　飯森ら（2013年研究発表会）は、屈腱部に熱感な
どの異和を認めるがBモード超音波検査では屈腱
に低エコー所見を認めない屈腱周囲炎症例に関す
る回顧的調査において、腱横断面積の増加や腱周
囲の浮腫などの変化がある症例は、その超音波検
査以降に屈腱炎が発症しやすいこと、および屈腱
炎を発症した症例は、次回出走までの期間が短
かったことを報告した。また、浅野ら(2014年研究
発表会)は、屈腱炎を発症した症例の急性期には腱
組織内に多数の血管が超音波パワードップラー検
査によって認められ、多くの症例では調教強度の
低下によって経時的に減少するものの、血管が残
存する一部の症例は、消失した症例よりも競走復
帰率が低かったことを報告し、屈腱組織内の血管
を検査する重要性を示唆した。
　これらのことから、屈腱周囲炎症例の腱組織内
に血管が観察されるのであれば、その後の屈腱炎
の発症と関連する可能性が考えられたが、これま
でに詳細な報告はない。そこで本研究では、屈腱周
囲炎症例における腱内血管の有無と、その後の屈
腱炎発症との関連を調査するとともに、屈腱周囲
炎診断後の放牧日数の多寡が屈腱炎発症に与える
影響について検討した。

【材料と方法】
　2013年4月～2014年12月において、美浦およ
び栗東の競走馬診療所にて屈腱周囲炎と診断され
たサラブレッド種競走馬157頭を対象とした。各
症例に対して規定条件に設定された超音波パワー
ドップラー検査を実施し、健常では認めない屈腱
組織内の血流信号が観察された症例を血管陽性症
例と定義した。それらの症例のうち追跡調査が可
能であった114頭に対しては年齢および追跡調査

日数を記録し、検査日から2015年9月末までの屈
腱炎の発症と超音波検査時の血管の有無について
の関連を統計学的に調査（χ2検定）し、その相対危
険度を計算した。また、屈腱炎を発症した症例にお
いては、検査日から発症するまでの日数を調査し
た。血管陽性症例では、検査後の放牧日数と屈腱炎
の発症の有無との関係についてROC解析を実施し
た。

【結果】
　屈腱周囲炎症例（157頭）の血管陽性率は38.9％
（61頭）であった。血管陽性症例と陰性症例の年齢
(陽性群3.20±1.34歳、陰性群3.65±1.74歳)およ
び追跡調査日数(陽性群345±243日、陰性群
296±223日)に差はなかった。追跡調査が可能で
あった114頭のその後の屈腱炎発症率および発症
までの日数(中央値)は、陽性群が39.2％（20頭/51
頭）・149日、陰性群が19.0％（12頭/63頭）・112日
であった(図1)。屈腱炎の発症と超音波検査時の血
管の有無についての関連は、χ2検定の結果、
p=0.017であった。また、血管陽性症例が屈腱炎を
発症する相対危険度は2.06倍（95％信頼区間:
1.12-3.80）であった。血管陽性症例におけるROC
解析の結果、屈腱炎発症率が変化する基準点は放
牧日数89日であり、89日以下の症例における屈腱
炎発症率は50.0％（17頭/34頭）であった。その一
方、90日以上の症例では屈腱炎発症率が17.6％（3
頭/17頭）であった(図2)。

【考察】
　本会診療所において屈腱周囲炎症例と診断され
た症例の38.9％は、血管陽性症例であり、その後の
追跡調査におけるχ2検定の結果から、屈腱炎の発
症と超音波検査時の血管の有無についての関連が

あると考えられた。また、血管陽性症例が超音波検
査後に屈腱炎を発症するリスクは、血管陰性症例
よりも2.06倍高かった。これらのことから、屈腱周
囲炎症例に対する超音波パワードップラー検査
が、屈腱炎発症に関する予後の推測に有用である
と考えられた。
　血管陽性症例においては、飯森らの報告と同様
に、超音波検査後に放牧期間が短い症例は屈腱炎
を発症しやすく、90日以上放牧した症例では屈腱
炎発症率が血管陰性症例と同程度であった。この
ことから、腱組織内に血管が観察された場合は、調
教強度を低下させることによって、その後の屈腱
炎の発症リスクを減少させる可能性が示唆され
た。
　以上のことから、本調査では超音波検査後の調
教強度や飼養管理の実態に関する情報が不足して
いるものの、屈腱周囲炎症例に対する超音波パ
ワードップラー検査によって得られる腱組織内血
管の有無は、予後や休養を指示する根拠になると
考えられた。
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【背景と目的】
　飯森ら（2013年研究発表会）は、屈腱部に熱感な
どの異和を認めるがBモード超音波検査では屈腱
に低エコー所見を認めない屈腱周囲炎症例に関す
る回顧的調査において、腱横断面積の増加や腱周
囲の浮腫などの変化がある症例は、その超音波検
査以降に屈腱炎が発症しやすいこと、および屈腱
炎を発症した症例は、次回出走までの期間が短
かったことを報告した。また、浅野ら(2014年研究
発表会)は、屈腱炎を発症した症例の急性期には腱
組織内に多数の血管が超音波パワードップラー検
査によって認められ、多くの症例では調教強度の
低下によって経時的に減少するものの、血管が残
存する一部の症例は、消失した症例よりも競走復
帰率が低かったことを報告し、屈腱組織内の血管
を検査する重要性を示唆した。
　これらのことから、屈腱周囲炎症例の腱組織内
に血管が観察されるのであれば、その後の屈腱炎
の発症と関連する可能性が考えられたが、これま
でに詳細な報告はない。そこで本研究では、屈腱周
囲炎症例における腱内血管の有無と、その後の屈
腱炎発症との関連を調査するとともに、屈腱周囲
炎診断後の放牧日数の多寡が屈腱炎発症に与える
影響について検討した。

【材料と方法】
　2013年4月～2014年12月において、美浦およ
び栗東の競走馬診療所にて屈腱周囲炎と診断され
たサラブレッド種競走馬157頭を対象とした。各
症例に対して規定条件に設定された超音波パワー
ドップラー検査を実施し、健常では認めない屈腱
組織内の血流信号が観察された症例を血管陽性症
例と定義した。それらの症例のうち追跡調査が可
能であった114頭に対しては年齢および追跡調査

日数を記録し、検査日から2015年9月末までの屈
腱炎の発症と超音波検査時の血管の有無について
の関連を統計学的に調査（χ2検定）し、その相対危
険度を計算した。また、屈腱炎を発症した症例にお
いては、検査日から発症するまでの日数を調査し
た。血管陽性症例では、検査後の放牧日数と屈腱炎
の発症の有無との関係についてROC解析を実施し
た。

【結果】
　屈腱周囲炎症例（157頭）の血管陽性率は38.9％
（61頭）であった。血管陽性症例と陰性症例の年齢
(陽性群3.20±1.34歳、陰性群3.65±1.74歳)およ
び追跡調査日数(陽性群345±243日、陰性群
296±223日)に差はなかった。追跡調査が可能で
あった114頭のその後の屈腱炎発症率および発症
までの日数(中央値)は、陽性群が39.2％（20頭/51
頭）・149日、陰性群が19.0％（12頭/63頭）・112日
であった(図1)。屈腱炎の発症と超音波検査時の血
管の有無についての関連は、χ2検定の結果、
p=0.017であった。また、血管陽性症例が屈腱炎を
発症する相対危険度は2.06倍（95％信頼区間:
1.12-3.80）であった。血管陽性症例におけるROC
解析の結果、屈腱炎発症率が変化する基準点は放
牧日数89日であり、89日以下の症例における屈腱
炎発症率は50.0％（17頭/34頭）であった。その一
方、90日以上の症例では屈腱炎発症率が17.6％（3
頭/17頭）であった(図2)。

【考察】
　本会診療所において屈腱周囲炎症例と診断され
た症例の38.9％は、血管陽性症例であり、その後の
追跡調査におけるχ2検定の結果から、屈腱炎の発
症と超音波検査時の血管の有無についての関連が

あると考えられた。また、血管陽性症例が超音波検
査後に屈腱炎を発症するリスクは、血管陰性症例
よりも2.06倍高かった。これらのことから、屈腱周
囲炎症例に対する超音波パワードップラー検査
が、屈腱炎発症に関する予後の推測に有用である
と考えられた。
　血管陽性症例においては、飯森らの報告と同様
に、超音波検査後に放牧期間が短い症例は屈腱炎
を発症しやすく、90日以上放牧した症例では屈腱
炎発症率が血管陰性症例と同程度であった。この
ことから、腱組織内に血管が観察された場合は、調
教強度を低下させることによって、その後の屈腱
炎の発症リスクを減少させる可能性が示唆され
た。
　以上のことから、本調査では超音波検査後の調
教強度や飼養管理の実態に関する情報が不足して
いるものの、屈腱周囲炎症例に対する超音波パ
ワードップラー検査によって得られる腱組織内血
管の有無は、予後や休養を指示する根拠になると
考えられた。
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図2
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疲労による後肢主要筋の筋電図変化

○高橋佑治・向井和隆・松井　朗・大村　一・高橋敏之（総研）

[背景と目的]
　アスリートにおいて疲労と故障は密接に関連し
ていると考えられている。競走馬においても長距
離競走では故障率の上昇が報告されているため
（第50回本発表会）、疲労と事故率は関連があると
考えられている。
　ウマの疲労と筋肉の関係については、三角筋な
ど一部の筋肉で疲労とともに中央周波数が低下す
る傾向にあることが報告されている。また、第54
回本発表会において高橋らは浅指屈筋および深指
屈筋の積分筋電図は駈歩、速歩ともに疲労前より
有意に低下することを報告しており、疲労困憊時
には下肢部筋疲労が起こることが示唆される。し
かし、背最長筋や中殿筋など競走馬にとっての主
要筋の疲労について筋電図を用いて解析した報告
はなく、疲労する主要筋肉について明らかになれ
ば事故予防の一助となる可能性がある。そこで本
研究では、疲労に伴う後肢主要筋肉の筋電図変化
を観察した。

[材料と方法]
　実験には、健康なサラブレッド種（去勢雄3頭、
雌2頭：6-8歳、486-567kg）を用いた。筋電図の測
定対象筋肉は、両側の背最長筋、大腿筋膜張筋、中
殿筋および大腿二頭筋とした。筋電図の導出には
双極誘導の表面電極を用いた。両後肢蹄前面には
歪みゲージを装着して着地の判定基準とし、手前
肢のデータからストライド頻度を求めた。供試馬
は、傾斜3%のトレッドミル上において常歩
(1.7m/s、1分)、速歩(3.5m/s、2分)、駈歩(一定速度
で5分程度走行可能な速度を設定し、疲労困憊に
なるまで走行)、速歩(3.5m/s、2分)、常歩(1.7m/s、
10分)の運動を行った。速歩では駈歩開始の60秒
前および終了60秒後の積分筋電図および中央周
波数を比較した。駈歩では30秒おきにストライド
頻度、各筋における積分筋電図(mV*sec.)および中

央周波数(Hz)を算出し、手前肢および反手前肢で
分けて解析を行った。比較した時間帯は開始から
30秒後と、疲労困憊より前に開始時と同側手前肢
になった時間帯を比較した。反手前肢も同様の時
間帯を比較した。統計処理には対応のあるt検定を
用い、有意水準を5%とした。

[結果および考察]
　駈歩の開始時と終了時を比較すると、ストライ
ド頻度は有意に低下していた（図1）。また、手前
肢、反手前肢中殿筋および手前肢大腿二頭筋の積
分筋電図には有意な低下が観察された（図2）。し
かし、その他の筋肉の積分筋電図および全ての筋
肉の中央周波数の変化は手前肢および反手前肢と
もに観察されなかった（図3）。速歩では先行研究
と異なり、全ての筋肉において疲労困憊前後で積
分筋電図（図4）、中央周波数（図5）ともに変化は観
察されなかった。このことから、中殿筋および大腿
二頭筋は疲労し易く、疲労による走速度の低下に
関連する筋肉であることが示唆された。
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図1　駈歩における疲労前後のストライド頻度の
　　  変化　*有意差あり

図2　駈歩における疲労前後の積分筋電図の変化
　  　*有意差あり

図3　駈歩における疲労前後の中央周波数の変化

図4　疲労前後の速歩における積分筋電図の変化

図5　疲労前後の速歩における中央周波数の変化
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血液凝固機能評価法の確立

○浦山俊太郎・野村基惟・溝部文彬・村中雅則・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　栗東トレーニング・センター（TC）における腸炎
発症馬は近年増加傾向にあり、過去10年間の腸炎
致死率は31.6％と非常に高い（藤木ら、2014）。こ
れらのうち、急性経過を辿り予後不良となった症
例の病理組織学的検索では、腸粘膜の小血管だけ
でなく、全身諸臓器に血栓や線維素の析出が認め
られることがある。これらは播種性血管内凝固
（DIC）を示唆する所見であり、症例馬は血液凝固機
能に異常をきたしていたものと推察される。こう
したことから、血液凝固機能の評価は腸炎の病態
を把握する上で有用と考えられるが、競走馬での
評価法は確立されていない。そこで本研究では、血
液凝固機能を評価する各指標について現役競走馬
の正常値を得ることを目的とした。

【材料と方法】
　血液凝固機能を評価する指標として、既報を参
考にAPTT（活性化部分トロンボプラスチン時間）・
PT（プロトロンビン時間）・AT（アンチトロンビ
ン）・TAT（トロンビン-アンチトロンビン複合体）・
FIB（フィブリノーゲン）およびFDP（フィブリン分
解産物）の6項目を選定した。対象馬は、2014年11
月に栗東TCに在厩していた臨床上健康な競走馬
から任意の20頭とし、クエン酸ナトリウム加採血
管を使用し、血漿を採材した。各項目の測定は外部
検査機関（株式会社モノリス）に委託した。得られ
た測定値は、Shapiro-Wilk testにより正規性の検
討を行った。

【結果】
　各項目の平均値±標準偏差はAPTT（43.7±1.48
秒）、PT（7.8±0.43秒）、AT（314.6±17.0％）、FIB
（124.6±10.7 mg/dL）およびFDP（6.8±0.49 μ
g/mL）であった。また、TATは全頭で検出限界以下
（<1.0 ng/mL）であった（図1）。正常値の決定に一

般的な95％信頼区間を算出すると、現役競走馬に
おける各項目の正常値は（表1）のとおりとなっ
た。

【考察】
　統計上、APTT、AT、FDPの測定値は正規分布して
おり、PT、FIBについても、正規分布に近似した分
布を示すことから、これらの値はTCに在厩する現
役競走馬の正常値として活用できるものと考えら
れた。また現役競走馬において、APTT、PT、FIB、
FDPの正常値が既報と概ね一致していること、AT
は既報と比べ高値であること、TATの測定値が検
出限界以下となることが明らかとなった。
　今後、腸炎発症馬に対して同検査項目を測定し、
病態評価の可能性を検討したい。
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図1　血液凝固系項目の測定値（バーは中央値）

表1　各項目の正常値
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腸炎に伴う血液凝固異常に関する調査

○野村基惟・浦山俊太郎・溝部文彬・村中雅則（栗東）・黒田泰輔（総研）・加藤智弘（栗東）

【背景と目的】
　一般に感染症を含む重度の生体侵襲は、持続性
の血液凝固活性化を主体とする播種性血管内凝固
を引き起こすことが知られており、急性腸炎の病
態にも関連している可能性がある。前演題では、血
液凝固機能の評価法を確立し、競走馬における正
常値を報告した。そこで本調査では、腸炎発症馬の
血液凝固機能を評価し、その有用性を検討した。

【材料と方法】
　2014-15年に栗東TCで発症した発熱と下
痢を主訴とする腸炎14例について、初診時
から最長第5病日まで継続して血液を採取し
た 。血 液 凝 固 機能を評価するため、6項目
(APTT/PT/AT/TAT/FIB/FDP)を測定した。これら
14例のうち、4日以上連続したデータが得られた9
例について、下痢症が回復せずに7日以内に死亡
あるいは安楽死処置した症例を致死群（4例）、治
癒あるいは下痢症は回復したものの他の疾病に
よって安楽死処置した症例を回復群（5例）とし
た。また前演題で報告した競走馬20頭を健常群と
し、それぞれを比較した。測定結果の群間比較に
は、ウェルチのt検定を用いた。

【結果】
　健常群と比較して、腸炎14例はAPTT・PTの延
長、ATの低下、FDPの上昇を有意に認めた。FIBにつ
いては有意差を認めなかった。また腸炎14例のう
ち、6例でTATの上昇を認め、残りの8例では検出限
界以下であった。（図1）
　経時的変化では、初診時から第3病日まで、回復
群と致死群で同程度のAPTT・PTの延長、ATの低
下、FDPの上昇を認めた。一方、第4病日以降、回復
群では各項目が正常化に転じたのに対し、致死群
ではさらに異常が進行する傾向が認められた。（図
2）

【考察】
　腸炎発症馬において、持続性の血液凝固異常（凝
固・線溶活性化）を認めた。特に凝固活性化を最も
直接的に反映するTATの上昇を認めた6例は、いず
れも上昇後2日以内に予後不良となっており、TAT
の上昇は病態の終末的状況を示唆することが明ら
かとなった。経時的変化に着目すると、腸炎により
予後不良となった症例では、第3病日以降さらに
血液凝固異常が進行することが明らかとなった。
また検査項目の中では、特にATのモニタリング
が、病態進行の把握と治療指針の決定の両面から
有用と考えられた。
　これらの結果から、血液凝固機能の評価は、腸炎
の病態進行・重症度の判断指標として利用できる
と考えられた。
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（図1）腸炎発症馬と健常馬の比較

（図2）致死群と回復群の経時的変化

検出限界以下
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馬から分離された医療関連感染症原因菌に対する
各種消毒薬の有効性

○越智章仁・丹羽秀和・木下優太・上野孝範・片山芳也（総研栃木）

【背景と目的】
　医療関連感染症 (HAI) はヒトの医療現場では重
要な課題である。馬でも、メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌 (MRSA)、緑膿菌、Clostridium difficile およ
び Streptococcus zooepidemicus による細菌性HAI
の報告が近年散見される。これら原因菌の多くは
長期間にわたって環境表面に生残することから、
HAIの予防あるいは蔓延を防止するためには医療
環境における消毒薬の適切な選択と使用が重要と
なる。しかし、これら消毒薬の馬由来HAI原因菌に
対する有効性や馬の飼養環境下における適切な使
用方法に関する知見は乏しい。そこで、本研究では
HAI罹患馬から分離されたHAI原因菌に対する各
種消毒薬の有効性を検索した。

【材料と方法】
　浮遊試験法を用いて、第四級アンモニウム塩系
(アストップ、パコマ)、ビグアナイド系(ヒビテン)、
アルデヒド系(ステリハイド、ヘルミン25)、塩素系
(ピューラックス、ビージア)、酸化剤系(ビルコンS、
ハイプロックス)、ヨード系消毒薬(クリンナップ
A) およびイソプロパノールの殺菌あるいは殺芽
胞効果を検索した(表 1)。被験細菌として、HAI罹
患 馬から分離された M R S A 、緑 膿菌、S .  
zooepidemicusならびにC. difficileを各1株用いた。
芽胞あるいは菌の消毒液による感作時間は
0.5~30分とした。また、有機物や反応温度が消毒
薬の効果に与える影響を検索するため、有機物存
在下(10% 牛胎子血清) あるいは低温条件 (4ºC) で
同様の実験を行った。

【結果】
　C. difficileに対しては、アルデヒド系、塩素系なら
びに酸化剤系消毒薬が有機物非存在下で殺芽胞効
果を示した (表 2)。これらの消毒薬のうち、ハイプ

ロックスは低温あるいは有機物存在下でも安定的
な殺芽胞効果を示した。一方，MRSA、緑膿菌なら
びにS. zooepidemicus に対しては、検索した全ての
消毒薬が室温・有機物非存在下で殺菌効果を示し
た。しかし、低温あるいは有機物存在下では、これ
らの消毒薬の殺菌効果は減弱した。

【考察】
　C. difficile によって汚染された環境の消毒には
塩素系あるいは酸化剤系消毒薬、治療器具には塩
素系あるいはアルデヒド系消毒薬の使用が望まし
いと考えられた。一方、MRS A、緑膿菌やS .  
zooepidemicusに対しては検索したすべての消毒
薬が殺菌効果を示したため、消毒する対象に応じ
て消毒薬を選択することが重要であると考えられ
た。しかし、低温あるいは有機物存在下では、これ
らの殺菌効果は減弱したことから、消毒前の洗浄
や微温湯での希釈が望ましいと考えられた。
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表1　検索した消毒薬 表4　P. aeruginosaに対する消毒薬の最大有効希
　　  釈倍率・濃度

表5　S. zooepidemicusに対する消毒薬の最大有効
　　 希釈倍率・濃度

表2　C. difficileに対する消毒薬の最大有効希釈倍
　　  率・濃度

表3　MRSAに対する消毒薬の有効最大希釈倍率・
　　  濃度
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微酸性次亜塩素酸水の空間噴霧による
馬運車内環境の改善効果

○岩本洋平・遠藤祥郎・頃末憲治（宮崎）・山﨑洋祐（日高）・草野寛一（美浦）・帆保誠二（鹿児島大学）

【背景と目的】
　輸送熱は20時間以上の輸送後に発症する肺炎
を主体とした呼吸器感染症であり、その発症要因
は、扁桃に常在するS.zooepidemicusが肺へ移行し
て感染することであるが、輸送ストレスによる免
疫力の低下や長時間輸送による馬運車内環境の悪
化も大きく関与することが報告されている。フル
オロキノロン系抗菌薬の輸送直前投与の実施によ
り、長距離輸送後の輸送熱は著しく減少したもの
の、抗菌薬の使用には耐性菌出現の問題が残され
ているほか、輸送後の腸炎発症への関与も否定で
きない。そのため、抗菌薬の輸送直前投与に頼らな
い輸送熱予防策の確立が求められている。
　微酸性次亜塩素酸水は、希塩酸によりpH6程度
に調整した次亜塩素酸ナトリウム水溶液であり、
細菌やウイルスの死滅やアンモニアなどの悪臭物
質を分解する効果があるほか、反応後は水へと変
化することから安全に空間噴霧が可能である。
　そこで、本研究では、北海道から宮崎へ向かう馬
運車内に微酸性次亜塩素酸水噴霧器を設置し、微
酸性次亜塩素酸水が馬運車内環境に及ぼす影響お
よび馬体に与える影響について調査した。

【材料と方法】
　北海道静内から宮崎育成牧場へ輸送する1歳馬
11頭を用い、馬運車1台（牡3頭、牝2頭）を噴霧群、
残りの1台（牡4頭、牝2頭）を対照群とした。噴霧装
置は馬積載スペースの前面に設置し、噴霧濃度は
50ppm、噴霧量は約0.5L/hで合計約20Lとした。馬
運車内環境に及ぼす影響調査として、輸送前、輸送
開始12、24、36時間後に馬運車内空気中細菌の採
集、アンモニア濃度測定を実施した。馬体への影響
調査としては、輸送前後の検温、採血および鼻腔ス
ワブ採材を行った。

【結果】
　輸送中の馬運車内空気中細菌数は、輸送開始
12、24、36時間後のそれぞれにおいて、対照群に
比べ噴霧群の方が少なかった（図１）。馬運車内ア
ンモニア濃度は、輸送前、輸送開始12、24、36時間
後のそれぞれにおいて、噴霧群では0, 3, 4, 14.5 
ppmであったものが、対照群では0, 6, 8, 15 ppm
となり、輸送開始24時間後までは噴霧群の方が低
値であった（図２）。輸送後の平均体温は両群とも
に輸送前に比べて上昇していたが、噴霧群におい
ては39℃以上の発熱例を認めなかった。血液所見
では、WBCは両群間で差を認めなかったが、N/L比
は対照群において有意に上昇していた（図３）。鼻
腔スワブにより採集した鼻腔粘膜の細菌数は、全
頭で輸送前に比べ輸送後で減少していた。輸送後
の細菌数は、対照群に比べて噴霧群の方が少な
かった（図４）。

【考察】
　対照群に比べ噴霧群の方が輸送中の馬運車内細
菌数が減少していたことやアンモニア濃度が24
時間後までは低値であったことから、微酸性次亜
塩素酸水の噴霧が馬運車内の細菌や有害物質を減
少させることが明らかとなった。また、両群間の一
般状態や体温に差を認めなかったことから、馬体
に対して安全に空間噴霧を行えることが本研究で
も明らかとなり、鼻腔内の細菌数を減少させる効
果がある可能性も示唆された。さらに、対照群にお
いてN/L比が有意に上昇していたことからは、噴
霧により輸送馬の感染要因を軽減させ輸送熱の重
篤化を防ぐ可能性も示された。以上のことから、微
酸性次亜塩素酸水の空間噴霧により馬運車内環境
が改善し、輸送熱予防に繋がる可能性が示唆され
た。
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図１　馬運車内空気中細菌数の培養結果 図４　輸送後の鼻腔スワブ培養結果

図２　馬運車内アンモニア濃度測定結果

図３　好中球/リンパ球比（N/L比）
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

ウインズ事業部　関口　隆

第12回　第1回全国装蹄師競技大会
昨年の全国装蹄競技大会
　第68回目を迎えた全国装蹄競技大会が、昨年の
10月19, 20日の両日、栃木県宇都宮市にある装蹄
教育センターで行われました。
　競技内容は装蹄、造鉄(蹄鉄を作る)、装蹄判断の
3種目で、その総合評価で順位が決まります。今回
は全国の予選を勝ち抜いた選手30名と、歴代優勝
者2名の合計32名で行われました。そして7回目の
挑戦で大西忠輔氏（JRA装蹄師会）が優勝旗を手に

しました。また忠輔氏の父親である大西忠男氏も、
昭和50年の第28回大会で優勝を果たしており、大
会史上2組目の親子制覇※１になりました１)(写真1 - 
3)。

※１　大会史上初めての親子制覇は、正野豪勇(ひ
でお)氏（昭和51年第29会大会）と正野輔(たすく)
氏（平成22年第63回大会）で、正野家は美浦トレー
ニング・センターで競走馬の装蹄に従事している。

　この歴史ある大会は、太平洋戦争が勃発した昭
和16年に始まりました。では記念すべき第１回大
会は、どのような様子だったのでしょうか。

第１回全国装蹄師競技大会
　第１回装蹄師競技大会（昭和44年第22回大会よ
り全国装蹄競技大会に改称）は、昭和16年3月14日
から3日間、東京府世田谷の陸軍獣医学校で、装蹄
師法制定※２と装蹄師会設立を記念して行われまし
た(写真4)。

　そして「高度国防国家建設に順応し、国家に於い
て有能馬の資源を確保するに必要なる装蹄師の技
術を向上する」ことを目的にした、極めて軍事色の
濃い大会になりました。

※２　装蹄師法制定の経緯（前法律は明治23年制
定 蹄鉄工免許規則）
　大正時代になると、不況による馬の減少や、陸軍
や養成学校(獣医学校の蹄鉄科など)が、粗製乱造
に例えられる簡易な教育方法で免許を与えたた
め、資格者が１万人を超える蹄鉄工過剰時代を迎
えた。そのため料金値引きなど過当競争が激化し
たが、免許規則には、秩序ある業務活動と営業権を
確立するために必要な法定団体の設立や、料金、罰
則などを規定した取締規則がなかった。そのため、
東京府獣医蹄鉄工取締規則(大正10年制定)など府
県単位の条例で対応したが、全国的な取締りには
限界があった。一方、大正15年獣医師法が制定さ
れると、それに刺激された蹄鉄工たちが全日本蹄
鉄工聯盟会を結成し、装蹄師法案を国会に提出し
た。しかし貴族院の反対で否決され、その後も法案
は成立しなかった。ところが日中戦争が始まって
軍事体勢が強化されると、軍馬確保の必要性から
政府自らが法案を提出し、昭和15年4月、装蹄師法
が成立した2 - 9 )。

　競技内容は装蹄と造鉄の２種目で※３、全国43道
府県の予選を勝ち抜いた86名で行われました。そ
の結果、熊本県代表、沼田熊雄氏が名誉賞(優勝)に
輝き、農林大臣からの賞状と陸軍獣医団からの優
勝杯が授与されました。そして日本装蹄師会から
賞金も贈られ※４、盛大な競技会になりました10 )(写
真5－9)。

※３　装蹄競技：選手に対し１頭分の蹄鉄と蹄釘
30本(１蹄に付、６本釘付け)が配布され、１時間30
分以内に軍馬(乗馬)１頭を装蹄する。
　造鉄競技：陸軍制式４号蹄鉄(当日模範品を示
す)を、前蹄は鉄桿(てっかん)造鉄、後蹄は合鉄(ご
うてつ)造鉄で製作する。
　(棒状に伸びた平たい鋼材で造る方法を鉄桿造
鉄。使用済み蹄鉄１個半を鍛接して作る方法を合

鉄造鉄という。)

※４　賞金：名誉賞(優勝)１名 250円、１等賞３名 
150円、２等賞 ６名 80円、３等賞12名 40円、４等
賞30名 20円 が贈られた。当時、米一升が47銭、装
蹄料金が3～4円の時代だった。

　賞金も出て盛大に行われた競技会でしたが、戦
況の悪化から昭和17年以降の大会は中止され、終
戦を迎えました。その後、敗戦の混乱の中、大会は
中止されていましたが、戦後の復興に食料増産と
輸送力増強が急務となり、再び畜力の利用が盛ん
になって装蹄技術が重要視されるようになりまし
た。
　そのため装蹄業界の存在感を示し、装蹄師の士
気を高めることを目的として、昭和22年第２回大
会が、旧陸軍獣医学校の跡地に開校した日本装蹄
学校で行われました。そしてこの大会から優勝旗
(写真1)が制定され、個人の優勝とともに、選手が
所属する地方会が、故郷や所属する団体へ優勝旗
を持ち帰る名誉が加わり、装蹄業界最大のイベン

トとして、現在まで継続されています11 ‒ 15 )。
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（写真1）優勝旗を手にする大西忠輔氏とJRA装蹄師会
の皆さん（となりが父親の忠男氏）

（日本装削蹄協会 提供）

(写真2) 装蹄競技中の
大西忠輔氏
（日本装削蹄協会 提供）

(写真3)  第33回大会で模範演
技(合鉄造鉄)を披露する大西
忠男氏
 (蹄第113号. 全国競技大会号(全国
競技大会号)昭和56年日本装蹄師
会発行より引用。日本装削蹄協会 
提供）

（写真4）会場になった陸軍獣医学校装蹄所
陸軍獣医学校には50～60頭を収容できる、装蹄所があった。
（馬の世界 第16巻第10号. 関東府県聯合装蹄術競技大会.昭和
11年 馬之世界社発行より引用。JRA提供)
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第12回　第1回全国装蹄師競技大会
昨年の全国装蹄競技大会
　第68回目を迎えた全国装蹄競技大会が、昨年の
10月19, 20日の両日、栃木県宇都宮市にある装蹄
教育センターで行われました。
　競技内容は装蹄、造鉄(蹄鉄を作る)、装蹄判断の
3種目で、その総合評価で順位が決まります。今回
は全国の予選を勝ち抜いた選手30名と、歴代優勝
者2名の合計32名で行われました。そして7回目の
挑戦で大西忠輔氏（JRA装蹄師会）が優勝旗を手に

しました。また忠輔氏の父親である大西忠男氏も、
昭和50年の第28回大会で優勝を果たしており、大
会史上2組目の親子制覇※１になりました１)(写真1 - 
3)。

※１　大会史上初めての親子制覇は、正野豪勇(ひ
でお)氏（昭和51年第29会大会）と正野輔(たすく)
氏（平成22年第63回大会）で、正野家は美浦トレー
ニング・センターで競走馬の装蹄に従事している。

　この歴史ある大会は、太平洋戦争が勃発した昭
和16年に始まりました。では記念すべき第１回大
会は、どのような様子だったのでしょうか。

第１回全国装蹄師競技大会
　第１回装蹄師競技大会（昭和44年第22回大会よ
り全国装蹄競技大会に改称）は、昭和16年3月14日
から3日間、東京府世田谷の陸軍獣医学校で、装蹄
師法制定※２と装蹄師会設立を記念して行われまし
た(写真4)。

　そして「高度国防国家建設に順応し、国家に於い
て有能馬の資源を確保するに必要なる装蹄師の技
術を向上する」ことを目的にした、極めて軍事色の
濃い大会になりました。

※２　装蹄師法制定の経緯（前法律は明治23年制
定 蹄鉄工免許規則）
　大正時代になると、不況による馬の減少や、陸軍
や養成学校(獣医学校の蹄鉄科など)が、粗製乱造
に例えられる簡易な教育方法で免許を与えたた
め、資格者が１万人を超える蹄鉄工過剰時代を迎
えた。そのため料金値引きなど過当競争が激化し
たが、免許規則には、秩序ある業務活動と営業権を
確立するために必要な法定団体の設立や、料金、罰
則などを規定した取締規則がなかった。そのため、
東京府獣医蹄鉄工取締規則(大正10年制定)など府
県単位の条例で対応したが、全国的な取締りには
限界があった。一方、大正15年獣医師法が制定さ
れると、それに刺激された蹄鉄工たちが全日本蹄
鉄工聯盟会を結成し、装蹄師法案を国会に提出し
た。しかし貴族院の反対で否決され、その後も法案
は成立しなかった。ところが日中戦争が始まって
軍事体勢が強化されると、軍馬確保の必要性から
政府自らが法案を提出し、昭和15年4月、装蹄師法
が成立した2 - 9 )。

　競技内容は装蹄と造鉄の２種目で※３、全国43道
府県の予選を勝ち抜いた86名で行われました。そ
の結果、熊本県代表、沼田熊雄氏が名誉賞(優勝)に
輝き、農林大臣からの賞状と陸軍獣医団からの優
勝杯が授与されました。そして日本装蹄師会から
賞金も贈られ※４、盛大な競技会になりました10 )(写
真5－9)。

※３　装蹄競技：選手に対し１頭分の蹄鉄と蹄釘
30本(１蹄に付、６本釘付け)が配布され、１時間30
分以内に軍馬(乗馬)１頭を装蹄する。
　造鉄競技：陸軍制式４号蹄鉄(当日模範品を示
す)を、前蹄は鉄桿(てっかん)造鉄、後蹄は合鉄(ご
うてつ)造鉄で製作する。
　(棒状に伸びた平たい鋼材で造る方法を鉄桿造
鉄。使用済み蹄鉄１個半を鍛接して作る方法を合

鉄造鉄という。)

※４　賞金：名誉賞(優勝)１名 250円、１等賞３名 
150円、２等賞 ６名 80円、３等賞12名 40円、４等
賞30名 20円 が贈られた。当時、米一升が47銭、装
蹄料金が3～4円の時代だった。

　賞金も出て盛大に行われた競技会でしたが、戦
況の悪化から昭和17年以降の大会は中止され、終
戦を迎えました。その後、敗戦の混乱の中、大会は
中止されていましたが、戦後の復興に食料増産と
輸送力増強が急務となり、再び畜力の利用が盛ん
になって装蹄技術が重要視されるようになりまし
た。
　そのため装蹄業界の存在感を示し、装蹄師の士
気を高めることを目的として、昭和22年第２回大
会が、旧陸軍獣医学校の跡地に開校した日本装蹄
学校で行われました。そしてこの大会から優勝旗
(写真1)が制定され、個人の優勝とともに、選手が
所属する地方会が、故郷や所属する団体へ優勝旗
を持ち帰る名誉が加わり、装蹄業界最大のイベン

トとして、現在まで継続されています11 ‒ 15 )。
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(写真5)名誉賞々状 (複写) (写真6)優勝杯を受け取る
沼田熊雄氏

(写真7)蹄より蹄鉄を剥ぎ
取る装蹄競技

(写真8)火花を散らす造鉄
競技(合鉄造鉄)

(日本装削蹄協会 所蔵)

(写真9)造鉄競技場（鍛工場）の見学者
（写真６-９ 馬の世界 第21巻 第4号.全国装蹄師競技大会より.昭
和16年 帝国馬匹協会発行より引用。JRA提供）
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第12回　第1回全国装蹄師競技大会
昨年の全国装蹄競技大会
　第68回目を迎えた全国装蹄競技大会が、昨年の
10月19, 20日の両日、栃木県宇都宮市にある装蹄
教育センターで行われました。
　競技内容は装蹄、造鉄(蹄鉄を作る)、装蹄判断の
3種目で、その総合評価で順位が決まります。今回
は全国の予選を勝ち抜いた選手30名と、歴代優勝
者2名の合計32名で行われました。そして7回目の
挑戦で大西忠輔氏（JRA装蹄師会）が優勝旗を手に

しました。また忠輔氏の父親である大西忠男氏も、
昭和50年の第28回大会で優勝を果たしており、大
会史上2組目の親子制覇※１になりました１)(写真1 - 
3)。

※１　大会史上初めての親子制覇は、正野豪勇(ひ
でお)氏（昭和51年第29会大会）と正野輔(たすく)
氏（平成22年第63回大会）で、正野家は美浦トレー
ニング・センターで競走馬の装蹄に従事している。

　この歴史ある大会は、太平洋戦争が勃発した昭
和16年に始まりました。では記念すべき第１回大
会は、どのような様子だったのでしょうか。

第１回全国装蹄師競技大会
　第１回装蹄師競技大会（昭和44年第22回大会よ
り全国装蹄競技大会に改称）は、昭和16年3月14日
から3日間、東京府世田谷の陸軍獣医学校で、装蹄
師法制定※２と装蹄師会設立を記念して行われまし
た(写真4)。

　そして「高度国防国家建設に順応し、国家に於い
て有能馬の資源を確保するに必要なる装蹄師の技
術を向上する」ことを目的にした、極めて軍事色の
濃い大会になりました。

※２　装蹄師法制定の経緯（前法律は明治23年制
定 蹄鉄工免許規則）
　大正時代になると、不況による馬の減少や、陸軍
や養成学校(獣医学校の蹄鉄科など)が、粗製乱造
に例えられる簡易な教育方法で免許を与えたた
め、資格者が１万人を超える蹄鉄工過剰時代を迎
えた。そのため料金値引きなど過当競争が激化し
たが、免許規則には、秩序ある業務活動と営業権を
確立するために必要な法定団体の設立や、料金、罰
則などを規定した取締規則がなかった。そのため、
東京府獣医蹄鉄工取締規則(大正10年制定)など府
県単位の条例で対応したが、全国的な取締りには
限界があった。一方、大正15年獣医師法が制定さ
れると、それに刺激された蹄鉄工たちが全日本蹄
鉄工聯盟会を結成し、装蹄師法案を国会に提出し
た。しかし貴族院の反対で否決され、その後も法案
は成立しなかった。ところが日中戦争が始まって
軍事体勢が強化されると、軍馬確保の必要性から
政府自らが法案を提出し、昭和15年4月、装蹄師法
が成立した2 - 9 )。

　競技内容は装蹄と造鉄の２種目で※３、全国43道
府県の予選を勝ち抜いた86名で行われました。そ
の結果、熊本県代表、沼田熊雄氏が名誉賞(優勝)に
輝き、農林大臣からの賞状と陸軍獣医団からの優
勝杯が授与されました。そして日本装蹄師会から
賞金も贈られ※４、盛大な競技会になりました10 )(写
真5－9)。

※３　装蹄競技：選手に対し１頭分の蹄鉄と蹄釘
30本(１蹄に付、６本釘付け)が配布され、１時間30
分以内に軍馬(乗馬)１頭を装蹄する。
　造鉄競技：陸軍制式４号蹄鉄(当日模範品を示
す)を、前蹄は鉄桿(てっかん)造鉄、後蹄は合鉄(ご
うてつ)造鉄で製作する。
　(棒状に伸びた平たい鋼材で造る方法を鉄桿造
鉄。使用済み蹄鉄１個半を鍛接して作る方法を合

鉄造鉄という。)

※４　賞金：名誉賞(優勝)１名 250円、１等賞３名 
150円、２等賞 ６名 80円、３等賞12名 40円、４等
賞30名 20円 が贈られた。当時、米一升が47銭、装
蹄料金が3～4円の時代だった。

　賞金も出て盛大に行われた競技会でしたが、戦
況の悪化から昭和17年以降の大会は中止され、終
戦を迎えました。その後、敗戦の混乱の中、大会は
中止されていましたが、戦後の復興に食料増産と
輸送力増強が急務となり、再び畜力の利用が盛ん
になって装蹄技術が重要視されるようになりまし
た。
　そのため装蹄業界の存在感を示し、装蹄師の士
気を高めることを目的として、昭和22年第２回大
会が、旧陸軍獣医学校の跡地に開校した日本装蹄
学校で行われました。そしてこの大会から優勝旗
(写真1)が制定され、個人の優勝とともに、選手が
所属する地方会が、故郷や所属する団体へ優勝旗
を持ち帰る名誉が加わり、装蹄業界最大のイベン

トとして、現在まで継続されています11 ‒ 15 )。
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特 別 記 事

エクイノム・スピード遺伝子検査の現状について

競走馬理化学研究所　遺伝子分析部　廣田桂一

　公益財団法人 競走馬理化学研究所が2013年6
月、エクイノム社（アイルランド）とライセンス契
約を締結し、日本の競走馬を対象とするエクイノ
ム・スピード遺伝子検査をスタートさせて2年半
が経ちました。これまでに600頭以上の競走馬（育
成馬、繁殖牝馬および種牡馬を含む）の検査を実施
しました。
　そこで、エクイノム・スピード遺伝子検査の内容
と現状について簡単に紹介させていただきます。

１）エクイノム・スピード遺伝子検査とは
　本検査は、ダブリン大学発のベンチャー企業エ
クイノム社（アイルランド）によって開発され、
2010年から開始されました。同社は、欧米やオセ
アニアを中心に競馬先進国各国で特許（日本では
特許第5667057号）を取得し、本検査を展開して
います。同社は、各国で依頼を受けた検査のすべて
をアイルランド本社にて実施していますが、日本
の競走馬についてのみ、ライセンス契約を締結し
た競走馬理化学研究所が、広報活動から検査の実
施、検査結果の報告までを実施しています。
　本検査は、筋量を負に調節するタンパク質であ
るミオスタチンの遺伝子配列の第１イントロン
（非翻訳領域）に存在する特定のＤＮＡ多型
（g.66493737C/Tという一塩基多型）をリアルタ
イムＰＣＲ法によって判定するものです（図1）。
検査結果は、「Ｃ：Ｃ型／短距離タイプ（1000～
1600ｍ）」、「Ｃ：Ｔ型／中距離タイプ（1400～
2400ｍ）」、または「Ｔ：Ｔ型／中・長距離タイプ
（2000ｍ以上）」という3つの遺伝子型のいずれか
に判定されます。
　これらの遺伝子型と距離適性との関連性は、ア

イルランドおよびイギリスを主とするレースの勝
馬について、競走距離ごとに3つの遺伝子型の分
布を調べた統計学的研究結果に基づいています
（図2）。加えて、競走馬理化学研究所は、本検査を
日本に導入するに先立ち、2002年時点におけるＪ
ＲＡ在籍競走馬を対象として、競走距離ごとの勝
ち馬の遺伝子型を調査研究したところ、エクイノ
ム社の報告と同様の研究結果が得られることを確
認しました。

２）早熟性との関連性
　エクイノム社は、ミオスタチン遺伝子の型の違
いが競走馬の距離適性だけでなく、育成期の早熟
性とも関連していることを学術報告し、ホーム
ページなどで紹介しています。すなわち、Ｃ：Ｃ型
＞Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に“発出走までの月齢”お
よび“初勝利までの月齢”が早いという統計学的結
果を示しています。
　また、当研究所はＪＲＡ日高育成牧場との共同
研究において、育成馬における体重および体高な
どの成長の違いを18ヵ月齢から24ヵ月齢まで調
査しました。その結果、体高増加には差はないが、
体重増加はＣ：Ｃ型＞Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に大
きく、この体重増加は筋量増加に起因することを
報告しました。他方、当研究所はミネソタ大学との
共同研究において競走馬の筋線維を調査した結
果、筋線維に占める速筋線維の割合がＣ：Ｃ型＞
Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に大きい傾向があることを
報告しました。
　ミオスタチン遺伝子の型の違いが競走馬の距離
適性や早熟性などに影響を及ぼすメカニズムは、
g.66493737C/T という一塩基多型の存在する領
域がミオスタチン遺伝子の発現量の調整に関わっ
ていることによると考えられています。すなわち、
この一塩基多型の違いによって、産生されるミオ
スタチンの量に違いが生じるために筋量や筋線維
の構成に違いが生じ、結果として距離適性や早熟
性などの違いが生じるものと推測されています。
　ただし、筋量や筋線維の構成、距離適性は、ミオ
スタチン遺伝子の型の違いだけではなく、トレー
ニングや栄養などによって変化することがＪＲＡ
競走馬総合研究所の研究、ヒトや実験動物のス
ポーツ医学的研究によって証明されています。し
たがって、これらのことを考慮して本検査結果を
利用していただきたいと思います。

３）遺伝の様式
　ミオスタチン遺伝子の型の違いは、ヒトのＡＢ
Ｏ式血液型と同様にメンデルの法則にしたがって
遺伝します。例えば、Ｃ：Ｃ型とＣ：Ｃ型の両親の間
からは100％の確率でＣ：Ｃ型の子馬が生まれ、
Ｃ：Ｃ型とＣ：Ｔ型の両親の間からは50％の確率

でＣ：Ｃ型、50％の確率でＣ：Ｔ型の子馬が生まれ
ます。Ｃ：Ｔ型とＣ：Ｔ型の両親の間からは25％の
確率でＣ：Ｃ型、50％の確率でＣ：Ｔ型、25％の確
率でＴ：Ｔ型の子馬が生まれます。したがって、両
親のミオスタチン遺伝子の型が前もって分かって
いれば、生まれる子どもの型の出現率が把握でき
るという点で、交配計画において有用と考えられ
ます。
　実際に、番組全体のうち短距離競走の占める割合
が多いオーストラリアでは、経営戦略として種牡馬
の遺伝型を公表するブリーダーも現れています。

４）検査申込の手順
　本検査の検査申込は原則、検査対象馬の所有者
からいただくことになっております。ただし、所有
者の同意を得ている場合に限り、生産者、調教師ま
たは管理者などの代理人からの検査申込も受け付
けます。検査申込に関する詳細な手順や要領につ
いては、競走馬理化学研究所のホームページに掲
載しております。
　なお、検査検体は、採取が簡便な毛根ではなく血
液を使用します。これは、悪意のある第三者が所有
者に無断で競走馬の毛根を採取して検査を依頼す
る事例がアメリカなどで実際に生じたことへの防
御に加え、被験馬の毛根に他馬の毛根が混入する
可能性や汚染が起こる可能性を排除できるからで
す。
　検査受付の手順や流れは、人間（本人や家族）や愛
玩動物における通販型検査と概ね同様です。しかし
ながら、競走馬では当然のことなのですが、一般の
通販型検査の場合と異なり、多くの場合、馬主の意
向を受けた牧場経営者や調教師の方が血液採取/送
付などを行いますので、検査受付手続きにおいて若
干の手違いや遅れが生じることがあります。
　現在、検査申込に関するお問合せに対しては、電
話対応だけでなく、併せて、電子メールやファクシ
ミリ、郵便により申込手順の説明書等を送付し、十
分にご理解いただくよう努めております。

５）本検査の料金について
　エクイノム社が各国で展開する本検査は、基本
的に世界共通価格です。日本においては、ライセン

ス契約を締結した当研究所が広報活動を含めた検
査全般を行いますが、検査料金については競走馬
理化学研究所が独自に設定することはできませ
ん。
　当研究所はできるだけ安価な料金で本検査を依
頼者の方に提供したいとの思いで、本検査導入時
よりエクイノム社と交渉を行ってきました。その
結果、2013年6月からの1年目においては、世界共
通の通常料金とは別途、キャンペーン価格および
多頭数割引料金を設けることができました。2014
年6月からの2年目においては、別途、生産地特別
割引料金を設けることができました。
　そして、2015年6月からの3年目を迎えるにあ
たり、これまでの検査実績をもとにエクイノム社
と交渉し、検査料金は30％引き下げ、生産地特別
割引料金は継続することとなりました。

６）本検査の有用性
　本検査は、ミオスタチン遺伝子型と距離適性や
早熟性との関連性を遺伝学的に解明した研究成績
に基づいていますので、競走馬の距離適性に応じ
た調教やレースを選択することが可能になりま
す。また、育成馬の成長の見通しや育成方法の参考
になります。さらに、種牡馬および繁殖牝馬のミオ
スタチン遺伝子型を知ることにより、子馬の距離
適性を考慮した計画的な配合を行うことが可能と
なります。
　2015年6月、これまでに本検査依頼をいただい
た方に対し、本検査料金の変更をお知らせする際
に、本検査申込の動機やご意見に関するアンケー
トを実施したところ、検査結果には概ね満足いた
だいていることが分りました。
　一方で、距離適性について短距離、中・長距離お
よび長距離という３つの区分から、さらに細かい
推測ができないかとの意見がいくつかありまし
た。しかしながら、ミオスタチン遺伝子には３つの

型しかありませんので、距離適性をさらに細分化
することは困難です。今後、距離適性に関わる別の
遺伝子が新たに見つかれば、細分化が可能かも知
れません。
　他方、筆者は本検査開始当初、個人的に、多くの
場合Ｃ：Ｃ型／短距離適性という検査結果が好ま
れるのではないかと勝手な想像をしておりまし
た。というのも、日本の競馬では2000ｍ以上の重
賞競走はいくつもありますが、競走番組全体にお
いては1200ｍ～1800ｍの競走が大半を占めま
す。とくに、デビューした競走馬が最初にクリアし
なければならない新馬競走や未勝利競走では短距
離の傾向が顕著だからです。しかしながら、依頼者
のほとんどは、所有する競走馬の距離適性に合わ
せたレースをさせるための参考としたいというこ
とで、とくに短距離適性を重視される傾向はあり
ませんでした。

　最後に、ＪＲＡ、ＮＡＲおよびその他関係団体の
ご協力により、これまでに様々な刊行誌に本検査
に関する解説記事などを掲載いただきましたこと
に感謝申し上げます。また、ＪＲＡ美浦、栗東ト
レーニング・センター競走馬診療所の皆様には本
検査検体の送付などにご協力いただいております
ことに感謝申し上げます。そのおかげをもちまし
て、競馬サークル内で本検査が広く認知され、一般
の競馬ファンの目に触れる各種の競馬雑誌やス
ポーツ新聞などでも取り上げられるようになりま
した。
　当研究所は、現在、親子判定検査事業とは別に、
一般化学分析事業として本検査や妊娠馬ホルモン
検査、伝染性子宮炎検査を実施しておりますが、今
後も、競走馬の育成や繁殖に有用な様々な検査法
の開発や導入に取り組み、競馬に貢献してまいり
ますので、ご協力のほどをよろしくお願い申し上
げます。

図1　リアルタイムPCR装置による検査

図2　競走距離別の勝馬に占めるミオスタチン遺
　　   伝子型の割合（エクイノム社調べ）
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　公益財団法人 競走馬理化学研究所が2013年6
月、エクイノム社（アイルランド）とライセンス契
約を締結し、日本の競走馬を対象とするエクイノ
ム・スピード遺伝子検査をスタートさせて2年半
が経ちました。これまでに600頭以上の競走馬（育
成馬、繁殖牝馬および種牡馬を含む）の検査を実施
しました。
　そこで、エクイノム・スピード遺伝子検査の内容
と現状について簡単に紹介させていただきます。

１）エクイノム・スピード遺伝子検査とは
　本検査は、ダブリン大学発のベンチャー企業エ
クイノム社（アイルランド）によって開発され、
2010年から開始されました。同社は、欧米やオセ
アニアを中心に競馬先進国各国で特許（日本では
特許第5667057号）を取得し、本検査を展開して
います。同社は、各国で依頼を受けた検査のすべて
をアイルランド本社にて実施していますが、日本
の競走馬についてのみ、ライセンス契約を締結し
た競走馬理化学研究所が、広報活動から検査の実
施、検査結果の報告までを実施しています。
　本検査は、筋量を負に調節するタンパク質であ
るミオスタチンの遺伝子配列の第１イントロン
（非翻訳領域）に存在する特定のＤＮＡ多型
（g.66493737C/Tという一塩基多型）をリアルタ
イムＰＣＲ法によって判定するものです（図1）。
検査結果は、「Ｃ：Ｃ型／短距離タイプ（1000～
1600ｍ）」、「Ｃ：Ｔ型／中距離タイプ（1400～
2400ｍ）」、または「Ｔ：Ｔ型／中・長距離タイプ
（2000ｍ以上）」という3つの遺伝子型のいずれか
に判定されます。
　これらの遺伝子型と距離適性との関連性は、ア

イルランドおよびイギリスを主とするレースの勝
馬について、競走距離ごとに3つの遺伝子型の分
布を調べた統計学的研究結果に基づいています
（図2）。加えて、競走馬理化学研究所は、本検査を
日本に導入するに先立ち、2002年時点におけるＪ
ＲＡ在籍競走馬を対象として、競走距離ごとの勝
ち馬の遺伝子型を調査研究したところ、エクイノ
ム社の報告と同様の研究結果が得られることを確
認しました。

２）早熟性との関連性
　エクイノム社は、ミオスタチン遺伝子の型の違
いが競走馬の距離適性だけでなく、育成期の早熟
性とも関連していることを学術報告し、ホーム
ページなどで紹介しています。すなわち、Ｃ：Ｃ型
＞Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に“発出走までの月齢”お
よび“初勝利までの月齢”が早いという統計学的結
果を示しています。
　また、当研究所はＪＲＡ日高育成牧場との共同
研究において、育成馬における体重および体高な
どの成長の違いを18ヵ月齢から24ヵ月齢まで調
査しました。その結果、体高増加には差はないが、
体重増加はＣ：Ｃ型＞Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に大
きく、この体重増加は筋量増加に起因することを
報告しました。他方、当研究所はミネソタ大学との
共同研究において競走馬の筋線維を調査した結
果、筋線維に占める速筋線維の割合がＣ：Ｃ型＞
Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に大きい傾向があることを
報告しました。
　ミオスタチン遺伝子の型の違いが競走馬の距離
適性や早熟性などに影響を及ぼすメカニズムは、
g.66493737C/T という一塩基多型の存在する領
域がミオスタチン遺伝子の発現量の調整に関わっ
ていることによると考えられています。すなわち、
この一塩基多型の違いによって、産生されるミオ
スタチンの量に違いが生じるために筋量や筋線維
の構成に違いが生じ、結果として距離適性や早熟
性などの違いが生じるものと推測されています。
　ただし、筋量や筋線維の構成、距離適性は、ミオ
スタチン遺伝子の型の違いだけではなく、トレー
ニングや栄養などによって変化することがＪＲＡ
競走馬総合研究所の研究、ヒトや実験動物のス
ポーツ医学的研究によって証明されています。し
たがって、これらのことを考慮して本検査結果を
利用していただきたいと思います。

３）遺伝の様式
　ミオスタチン遺伝子の型の違いは、ヒトのＡＢ
Ｏ式血液型と同様にメンデルの法則にしたがって
遺伝します。例えば、Ｃ：Ｃ型とＣ：Ｃ型の両親の間
からは100％の確率でＣ：Ｃ型の子馬が生まれ、
Ｃ：Ｃ型とＣ：Ｔ型の両親の間からは50％の確率

でＣ：Ｃ型、50％の確率でＣ：Ｔ型の子馬が生まれ
ます。Ｃ：Ｔ型とＣ：Ｔ型の両親の間からは25％の
確率でＣ：Ｃ型、50％の確率でＣ：Ｔ型、25％の確
率でＴ：Ｔ型の子馬が生まれます。したがって、両
親のミオスタチン遺伝子の型が前もって分かって
いれば、生まれる子どもの型の出現率が把握でき
るという点で、交配計画において有用と考えられ
ます。
　実際に、番組全体のうち短距離競走の占める割合
が多いオーストラリアでは、経営戦略として種牡馬
の遺伝型を公表するブリーダーも現れています。

４）検査申込の手順
　本検査の検査申込は原則、検査対象馬の所有者
からいただくことになっております。ただし、所有
者の同意を得ている場合に限り、生産者、調教師ま
たは管理者などの代理人からの検査申込も受け付
けます。検査申込に関する詳細な手順や要領につ
いては、競走馬理化学研究所のホームページに掲
載しております。
　なお、検査検体は、採取が簡便な毛根ではなく血
液を使用します。これは、悪意のある第三者が所有
者に無断で競走馬の毛根を採取して検査を依頼す
る事例がアメリカなどで実際に生じたことへの防
御に加え、被験馬の毛根に他馬の毛根が混入する
可能性や汚染が起こる可能性を排除できるからで
す。
　検査受付の手順や流れは、人間（本人や家族）や愛
玩動物における通販型検査と概ね同様です。しかし
ながら、競走馬では当然のことなのですが、一般の
通販型検査の場合と異なり、多くの場合、馬主の意
向を受けた牧場経営者や調教師の方が血液採取/送
付などを行いますので、検査受付手続きにおいて若
干の手違いや遅れが生じることがあります。
　現在、検査申込に関するお問合せに対しては、電
話対応だけでなく、併せて、電子メールやファクシ
ミリ、郵便により申込手順の説明書等を送付し、十
分にご理解いただくよう努めております。

５）本検査の料金について
　エクイノム社が各国で展開する本検査は、基本
的に世界共通価格です。日本においては、ライセン

ス契約を締結した当研究所が広報活動を含めた検
査全般を行いますが、検査料金については競走馬
理化学研究所が独自に設定することはできませ
ん。
　当研究所はできるだけ安価な料金で本検査を依
頼者の方に提供したいとの思いで、本検査導入時
よりエクイノム社と交渉を行ってきました。その
結果、2013年6月からの1年目においては、世界共
通の通常料金とは別途、キャンペーン価格および
多頭数割引料金を設けることができました。2014
年6月からの2年目においては、別途、生産地特別
割引料金を設けることができました。
　そして、2015年6月からの3年目を迎えるにあ
たり、これまでの検査実績をもとにエクイノム社
と交渉し、検査料金は30％引き下げ、生産地特別
割引料金は継続することとなりました。

６）本検査の有用性
　本検査は、ミオスタチン遺伝子型と距離適性や
早熟性との関連性を遺伝学的に解明した研究成績
に基づいていますので、競走馬の距離適性に応じ
た調教やレースを選択することが可能になりま
す。また、育成馬の成長の見通しや育成方法の参考
になります。さらに、種牡馬および繁殖牝馬のミオ
スタチン遺伝子型を知ることにより、子馬の距離
適性を考慮した計画的な配合を行うことが可能と
なります。
　2015年6月、これまでに本検査依頼をいただい
た方に対し、本検査料金の変更をお知らせする際
に、本検査申込の動機やご意見に関するアンケー
トを実施したところ、検査結果には概ね満足いた
だいていることが分りました。
　一方で、距離適性について短距離、中・長距離お
よび長距離という３つの区分から、さらに細かい
推測ができないかとの意見がいくつかありまし
た。しかしながら、ミオスタチン遺伝子には３つの

型しかありませんので、距離適性をさらに細分化
することは困難です。今後、距離適性に関わる別の
遺伝子が新たに見つかれば、細分化が可能かも知
れません。
　他方、筆者は本検査開始当初、個人的に、多くの
場合Ｃ：Ｃ型／短距離適性という検査結果が好ま
れるのではないかと勝手な想像をしておりまし
た。というのも、日本の競馬では2000ｍ以上の重
賞競走はいくつもありますが、競走番組全体にお
いては1200ｍ～1800ｍの競走が大半を占めま
す。とくに、デビューした競走馬が最初にクリアし
なければならない新馬競走や未勝利競走では短距
離の傾向が顕著だからです。しかしながら、依頼者
のほとんどは、所有する競走馬の距離適性に合わ
せたレースをさせるための参考としたいというこ
とで、とくに短距離適性を重視される傾向はあり
ませんでした。

　最後に、ＪＲＡ、ＮＡＲおよびその他関係団体の
ご協力により、これまでに様々な刊行誌に本検査
に関する解説記事などを掲載いただきましたこと
に感謝申し上げます。また、ＪＲＡ美浦、栗東ト
レーニング・センター競走馬診療所の皆様には本
検査検体の送付などにご協力いただいております
ことに感謝申し上げます。そのおかげをもちまし
て、競馬サークル内で本検査が広く認知され、一般
の競馬ファンの目に触れる各種の競馬雑誌やス
ポーツ新聞などでも取り上げられるようになりま
した。
　当研究所は、現在、親子判定検査事業とは別に、
一般化学分析事業として本検査や妊娠馬ホルモン
検査、伝染性子宮炎検査を実施しておりますが、今
後も、競走馬の育成や繁殖に有用な様々な検査法
の開発や導入に取り組み、競馬に貢献してまいり
ますので、ご協力のほどをよろしくお願い申し上
げます。
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　公益財団法人 競走馬理化学研究所が2013年6
月、エクイノム社（アイルランド）とライセンス契
約を締結し、日本の競走馬を対象とするエクイノ
ム・スピード遺伝子検査をスタートさせて2年半
が経ちました。これまでに600頭以上の競走馬（育
成馬、繁殖牝馬および種牡馬を含む）の検査を実施
しました。
　そこで、エクイノム・スピード遺伝子検査の内容
と現状について簡単に紹介させていただきます。

１）エクイノム・スピード遺伝子検査とは
　本検査は、ダブリン大学発のベンチャー企業エ
クイノム社（アイルランド）によって開発され、
2010年から開始されました。同社は、欧米やオセ
アニアを中心に競馬先進国各国で特許（日本では
特許第5667057号）を取得し、本検査を展開して
います。同社は、各国で依頼を受けた検査のすべて
をアイルランド本社にて実施していますが、日本
の競走馬についてのみ、ライセンス契約を締結し
た競走馬理化学研究所が、広報活動から検査の実
施、検査結果の報告までを実施しています。
　本検査は、筋量を負に調節するタンパク質であ
るミオスタチンの遺伝子配列の第１イントロン
（非翻訳領域）に存在する特定のＤＮＡ多型
（g.66493737C/Tという一塩基多型）をリアルタ
イムＰＣＲ法によって判定するものです（図1）。
検査結果は、「Ｃ：Ｃ型／短距離タイプ（1000～
1600ｍ）」、「Ｃ：Ｔ型／中距離タイプ（1400～
2400ｍ）」、または「Ｔ：Ｔ型／中・長距離タイプ
（2000ｍ以上）」という3つの遺伝子型のいずれか
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　これらの遺伝子型と距離適性との関連性は、ア

イルランドおよびイギリスを主とするレースの勝
馬について、競走距離ごとに3つの遺伝子型の分
布を調べた統計学的研究結果に基づいています
（図2）。加えて、競走馬理化学研究所は、本検査を
日本に導入するに先立ち、2002年時点におけるＪ
ＲＡ在籍競走馬を対象として、競走距離ごとの勝
ち馬の遺伝子型を調査研究したところ、エクイノ
ム社の報告と同様の研究結果が得られることを確
認しました。

２）早熟性との関連性
　エクイノム社は、ミオスタチン遺伝子の型の違
いが競走馬の距離適性だけでなく、育成期の早熟
性とも関連していることを学術報告し、ホーム
ページなどで紹介しています。すなわち、Ｃ：Ｃ型
＞Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に“発出走までの月齢”お
よび“初勝利までの月齢”が早いという統計学的結
果を示しています。
　また、当研究所はＪＲＡ日高育成牧場との共同
研究において、育成馬における体重および体高な
どの成長の違いを18ヵ月齢から24ヵ月齢まで調
査しました。その結果、体高増加には差はないが、
体重増加はＣ：Ｃ型＞Ｃ：Ｔ型＞Ｔ：Ｔ型の順に大
きく、この体重増加は筋量増加に起因することを
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共同研究において競走馬の筋線維を調査した結
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３）遺伝の様式
　ミオスタチン遺伝子の型の違いは、ヒトのＡＢ
Ｏ式血液型と同様にメンデルの法則にしたがって
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ます。
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る事例がアメリカなどで実際に生じたことへの防
御に加え、被験馬の毛根に他馬の毛根が混入する
可能性や汚染が起こる可能性を排除できるからで
す。
　検査受付の手順や流れは、人間（本人や家族）や愛
玩動物における通販型検査と概ね同様です。しかし
ながら、競走馬では当然のことなのですが、一般の
通販型検査の場合と異なり、多くの場合、馬主の意
向を受けた牧場経営者や調教師の方が血液採取/送
付などを行いますので、検査受付手続きにおいて若
干の手違いや遅れが生じることがあります。
　現在、検査申込に関するお問合せに対しては、電
話対応だけでなく、併せて、電子メールやファクシ
ミリ、郵便により申込手順の説明書等を送付し、十
分にご理解いただくよう努めております。

５）本検査の料金について
　エクイノム社が各国で展開する本検査は、基本
的に世界共通価格です。日本においては、ライセン
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査全般を行いますが、検査料金については競走馬
理化学研究所が独自に設定することはできませ
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　当研究所はできるだけ安価な料金で本検査を依
頼者の方に提供したいとの思いで、本検査導入時
よりエクイノム社と交渉を行ってきました。その
結果、2013年6月からの1年目においては、世界共
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多頭数割引料金を設けることができました。2014
年6月からの2年目においては、別途、生産地特別
割引料金を設けることができました。
　そして、2015年6月からの3年目を迎えるにあ
たり、これまでの検査実績をもとにエクイノム社
と交渉し、検査料金は30％引き下げ、生産地特別
割引料金は継続することとなりました。

６）本検査の有用性
　本検査は、ミオスタチン遺伝子型と距離適性や
早熟性との関連性を遺伝学的に解明した研究成績
に基づいていますので、競走馬の距離適性に応じ
た調教やレースを選択することが可能になりま
す。また、育成馬の成長の見通しや育成方法の参考
になります。さらに、種牡馬および繁殖牝馬のミオ
スタチン遺伝子型を知ることにより、子馬の距離
適性を考慮した計画的な配合を行うことが可能と
なります。
　2015年6月、これまでに本検査依頼をいただい
た方に対し、本検査料金の変更をお知らせする際
に、本検査申込の動機やご意見に関するアンケー
トを実施したところ、検査結果には概ね満足いた
だいていることが分りました。
　一方で、距離適性について短距離、中・長距離お
よび長距離という３つの区分から、さらに細かい
推測ができないかとの意見がいくつかありまし
た。しかしながら、ミオスタチン遺伝子には３つの

型しかありませんので、距離適性をさらに細分化
することは困難です。今後、距離適性に関わる別の
遺伝子が新たに見つかれば、細分化が可能かも知
れません。
　他方、筆者は本検査開始当初、個人的に、多くの
場合Ｃ：Ｃ型／短距離適性という検査結果が好ま
れるのではないかと勝手な想像をしておりまし
た。というのも、日本の競馬では2000ｍ以上の重
賞競走はいくつもありますが、競走番組全体にお
いては1200ｍ～1800ｍの競走が大半を占めま
す。とくに、デビューした競走馬が最初にクリアし
なければならない新馬競走や未勝利競走では短距
離の傾向が顕著だからです。しかしながら、依頼者
のほとんどは、所有する競走馬の距離適性に合わ
せたレースをさせるための参考としたいというこ
とで、とくに短距離適性を重視される傾向はあり
ませんでした。

　最後に、ＪＲＡ、ＮＡＲおよびその他関係団体の
ご協力により、これまでに様々な刊行誌に本検査
に関する解説記事などを掲載いただきましたこと
に感謝申し上げます。また、ＪＲＡ美浦、栗東ト
レーニング・センター競走馬診療所の皆様には本
検査検体の送付などにご協力いただいております
ことに感謝申し上げます。そのおかげをもちまし
て、競馬サークル内で本検査が広く認知され、一般
の競馬ファンの目に触れる各種の競馬雑誌やス
ポーツ新聞などでも取り上げられるようになりま
した。
　当研究所は、現在、親子判定検査事業とは別に、
一般化学分析事業として本検査や妊娠馬ホルモン
検査、伝染性子宮炎検査を実施しておりますが、今
後も、競走馬の育成や繁殖に有用な様々な検査法
の開発や導入に取り組み、競馬に貢献してまいり
ますので、ご協力のほどをよろしくお願い申し上
げます。
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海 外 報 告

Equine Basic Arthroscopic Surgery Courseに参加して

美浦トレーニング・センター競走馬診療所　南　卓人
栗東トレーニング・センター競走馬診療所　浅野寛文

1．概要
　平成27年5月5日・6日に香港で開催された
「Equine Basic Arthroscopic Surgery Course」に参
加する機会を得たので、その概要について紹介す
る。本コースは、馬の関節鏡手術において、世界的
に使用されている内視鏡メーカーのStorz社が、香
港ジョッキークラブ（以下、HKJC）とタイアップし
て開催された。

2．HKJCについて

　本コースの開催者であるHKJCについて簡単に
ご紹介する。HKJCは、香港における唯一の競馬統
括機関であり、本会同様に、競馬場・勝馬投票券場
外発売所の運営および勝馬投票券の発売・管理が
主たる業務である（なお、香港ではブックメーカー
による勝馬投票券発売は禁止されている）。特筆す
べきはHKJCの売り上げで、施行レース数は約800
競走（JRAは年間約3,400競走施行）でありながら、
2013-2014シーズンの競馬事業売り上げは、日本
円にして約1兆2,000億円である。この売り上げに
よるHKJCから香港特別行政区への納税額は、同行

政区総税収額の約8%にも及ぶ。
　HKJCの所有する競馬場には沙田（シャティン）
競馬場および跑馬地（ハッピーヴァレー）競馬場の
2場がある（図1）。香港国際競走など、一連の国際
的なビッグレースはシャティン競馬場で施行さ
れ、シャティンでの競馬開催は週末のみである。ま
た、ハッピーヴァレー競馬場は平日（主に水曜日）
に競馬開催され、ナイター設備を備えている。
　HKJCに所属する競走馬は約1,200頭で、全て
シャティン競馬場内で繋養され、調教を行ってい
る（ハッピーヴァレーで出走する場合は当日の
シャトル輸送を実施）。本コースを主催したHKJC
馬診療所もシャティン厩舎地区内にあり、所属競
走馬の診療業務を実施している。

3．Equine Basic Arthroscopic Surgery Course（5
月5日・6日）
　タイムテーブルは以下のとおりであった。

第1日　5月5日（火）
8:00- 8:30　開会式・イントロダクション
8:30- 9:15　レクチャー1：関節鏡の原理原則と

必要な装置
9:15-10:00　レクチャー2：関節鏡手術の一般的

な適用
10:00- 10:30　（休憩）
10:30-11:30　ウェットラボ1：装置の紹介、機器

の基本的操作、トレーニングモデ
ルを用いたトライアンギュレー
ションの練習

11:30-12:15　レクチャー3：球節の診断的・治療

的関節鏡手術
12:15-13:15　（休憩）
13:15-15:00　ウェットラボ2：球節内検査に対す

るアプローチ‐掌側アプローチ
15:00-15:30　（休憩）
15:30-16:30　ウェットラボ3：球節内検査に対す

るアプローチ‐背側アプローチ
16:30-17:15　レクチャー4：腕節の一般的な損傷
17:15-18:00　総括と復習
18:00-18:30　HKJC馬診療所見学

第2日　5月6日（水）
8:00- 8:45　レクチャー5：腕節の診断的・治療

的関節鏡
8:45-10:15　ウェットラボ4：腕節内検査に対す

るアプローチ
10:15-10:45　（休憩）
10:45-11:30　レクチャー6：飛節の診断的・治療

的関節鏡
11:30-13:00　ウェットラボ5：飛節内検査に対す

るアプローチ
13:00-14:00　（休憩）
14:00-14:45　レクチャー7：感染性関節炎の外科

的管理
14:45-16:30　ウェットラボ6：球節・腕節および

飛節へのアプローチの復習
16:30-17:00　（休憩）
17:00-18:00　レクチャー8：関節鏡の適用可能性

は？
18:00-18:30　総括と復習

　また、講義・実習を担当された講師を以下の方々
であった。

Dr .  Wayne  Mc I lwra i th（コロラド州立大学
Distinguished Professor：馬整形外科学、特に関節
鏡整形外科の世界的な権威）
Dr. Christpher Riggs（HKJC馬診療所・所長）
Dr. Paul Robinson（HKJC馬診療所）

　その名のとおり基礎的な部分に特化した講習で
あったが、「座学講義→解剖肢による実習」という

組み合わせを繰り返す形式であり、講義内容をす
ぐに実践できるため非常に分かり易いものであっ
た。関節鏡手術における極めて基礎の部分につい
ては、本文では割愛し、特に印象に残ったものにつ
いて以下に紹介する。

関節鏡の装置　－関節鏡の径－
　コースを主催したStorz社では馬用の関節鏡と
して、径4.0mmと径2.7mmのものをラインナップ
している。（本会では他社製の径4.0mm関節鏡の
み使用）上記2種の関節鏡径について、メリット・
デメリットが整理された。2.7mm径の関節鏡は、
視野が狭く、得られる画像が少し不鮮明になる代
わりに、小さな関節包や腱鞘にも容易に適用可能。
Dr. Robinsonは近位および遠位指節関節やトウ嚢
には径2.7mmの使用を好み、その他は径4.0mmの
使用を好むとのこと。Dr. McIlwraithは全ての関節
で使い慣れている径4.0mmを使用するとのこと
であった。

腕節
・骨棘
　骨棘はレントゲン撮影でしばしば発見される。
これらの骨棘は、関節腫脹や疼痛の原因となって
いることが強く疑われる場合や、関節過伸展時に
他の部位へ干渉しそうな大きなものについては摘
出の対象となるが、基本的には摘出する必要はな
い。
・内背側手根間靭帯（内側ヒダ）
　橈側手根骨遠位の骨折は内側ヒダの付着部付近
で頻発するが、この内側ヒダは骨片に付着してい
る部分の切除はやむを得ないものの、可能な限り
温存する。切除する際は鋏ではなく、ロンジャーを
バイオプシーパンチと同様の要領で使用して切除
するのが望ましい。
・軟骨のデブリードマン
　損傷した関節軟骨のデブリードマンに関して
は、遊離して浮いているものは摘出、遊離していな
いものは摘出しない。つまり、軟骨が少し痛んでい
るだけの損傷で、軟骨が骨に付着している場合は、
基本的には触らない。
・軟骨下骨のデブリードマン

　脆弱な軟骨下骨はデブリードマンを実施するべ
きだが、関節包付着部まででデブリードマンは終
了する。主な理由は、関節包外は構造上、運動時に
負荷がかかる部位ではないため骨折のリスクが低
いこと、関節包を破損すると術後骨関節炎のリス
クが高まることなどが挙げられていた。
・手根間靭帯
　手根間靭帯は、ほつれている、あるいは裂けてい
る部分についてのみ、ロンジャーを用いてトリミ
ングを行う。

球節
・P1近位背側面・内側／外側隆起の剥離骨折
　P1近位背側面の剥離骨折の場合、内側隆起と外
側隆起のいずれの骨折においても、カメラ孔は関
節包背側近位やや外側寄りの位置に開ける。この
位置であっても内側隆起の骨片についても良好な
視野が得られるためである。また、カメラ孔は定位
置とし、器械孔を骨片のある側に開ける。なお、内
外側隆起双方に骨片がある場合はカメラ孔1箇
所、器械孔2箇所の計3箇所を造孔する。
　また、P1近位背側面剥離骨折における骨片摘出
後の鋭匙操作では、必ず「掌側→背側」すなわち関
節包側へ向かっての操作のみとし、関節包をむや
みに損傷しないようにするよう心掛けるべきであ
る。Dr. McIlwraithによると逆方向への鋭匙操作
は、関節包付着部損傷リスクが高くなるため厳禁
とのことであった。

・近位種子骨骨折
　上記骨折は、①尖部Apical、②反軸側Abaxial、③
反軸側尖部Apical-Abaxial、④底部Basilar、および
⑤骨体中央Mid-bodyに大別されるが、⑤以外は全
て摘出対象である。骨片摘出手術のアプローチは
いずれの場合も掌側関節包であり、カメラ孔はい
ずれの場合でも外側の最近位である。これは、関節
包掌側のすべての部位に良好な視界が得られるた
めである。
　器械孔の位置については「挿入した針と骨折線
とが一致するように針を刺し、その針穿刺部分が
器械孔」である。これは、種子骨の骨折において、作
業の中心が骨折線のさらに掌側の靭帯剥離となる

ため、その部位で作業しやすいようにするためで
ある。
　なおこの骨折の靭帯剥離にはこれまで
Sesamoid Knifeが使用されていたが、強い力をか
けると破損する可能性が高いため、Dr. McIlwraith
は「Foerner Elevator（図2）」という器材を使用して
いる。この器材は骨ノミの先端を曲げたような形
をしているエレベーターであり、先端部には刃が
付いている。先端部の金属部分に厚さがあり、強い
力をかけても破損する可能性が極めて低い。

飛節
　飛節（足根－下腿関節）の関節鏡は主として若馬
の離断性骨軟骨症（OCD）の治療や、脛骨遠位内側
顆骨折の螺子固定手術などで行われる。
　体位は仰臥位で行い、背内側嚢から針を挿入し、
関節を膨満させる。カメラ孔は背外側に開けると
距骨遠位、第3足根骨への視界が得られないため、
必ず背内側に作製する必要があり、関節を膨満さ
せた際の中央（図3：①と②の中央）で、さらに背側
面を走る伸筋腱（図3の③）から約2－3ｃｍの部位
（図3で示す部位）に作製する。この部位に作製す
ることで、脛骨外側顆、中間稜、内側顆、さらに距骨
外側滑車稜と内側滑車稜、滑車溝の近位から遠位
まで、ほぼすべての手術部位に適応することがで
きる。器械孔は背外側嚢から靭帯を避けて挿入す
る必要があり、この際、長い針（スパイナル針）を挿
入し、針先がスムーズに動く位置を探して器械孔
を作製する。術者は尾側から飛節を抱え込むよう
にして手術を行うことになる。
　飛節の病変に対して関節鏡手術を行うことの利

点は、OCD病変の評価はレントゲンのみでは困難
であり、実際に目視下で見て診断ができることと、
何よりも関節鏡手術によって簡単にOCDが摘出で
きるということである。

その他　－術後バンテージについて－
　Dr. McIlwraithによる過去の調査では、手術終了
後に所有者の牧場へ帰り、その当日中に飼い主に
よってバンテージ巻き替えが行われた症例で、手
術後の関節内感染リスクが高くなる可能性がある
とのことであった。我々も手術直後にクリーンな

状態で実施しているバンテージは、原則として翌
日まで交換しないが、上記の話からも、余程のこと
がない限り手術直後のバンテージ巻き替えは避け
るべきだと考えられた。また、これは関節鏡手術の
みならず、整形外科手術全般に言えることである。

４．最後に
　本コースは基礎的なものであったこともあり、
我々にとっては理解しやすい部分も多くあった。
しかしながら、講師陣の手技を間近で確認し、日々
疑問に感じていた細かなポイントについて、講師
陣の経験に基づいた明確なアドバイスがもらえた
こと、加えて、関節鏡の基本手技について、今一度
自分の手技を再確認できたことは非常に有意義で
あった。また、これから関節鏡手技を向上させてい
く際に、獣医師の間で共有できる基本手技のポイ
ントを明確に出来たことは収穫であった。
　また、今回の研修には、現在のところ馬の関節鏡
手術を実施していない韓国、台湾、タイなどアジア
各国の診療施設からの参加も多く、関節鏡手術を
する環境がないにもかかわらず、熱心に学ぼうと
する姿勢は、大変刺激になった。

図1　HKJCの所有する競馬場
（a）：沙田（シャティン）競馬場
（b）：跑馬地（ハッピーヴァレー）競馬場

（a） （b）

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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1．概要
　平成27年5月5日・6日に香港で開催された
「Equine Basic Arthroscopic Surgery Course」に参
加する機会を得たので、その概要について紹介す
る。本コースは、馬の関節鏡手術において、世界的
に使用されている内視鏡メーカーのStorz社が、香
港ジョッキークラブ（以下、HKJC）とタイアップし
て開催された。

2．HKJCについて

　本コースの開催者であるHKJCについて簡単に
ご紹介する。HKJCは、香港における唯一の競馬統
括機関であり、本会同様に、競馬場・勝馬投票券場
外発売所の運営および勝馬投票券の発売・管理が
主たる業務である（なお、香港ではブックメーカー
による勝馬投票券発売は禁止されている）。特筆す
べきはHKJCの売り上げで、施行レース数は約800
競走（JRAは年間約3,400競走施行）でありながら、
2013-2014シーズンの競馬事業売り上げは、日本
円にして約1兆2,000億円である。この売り上げに
よるHKJCから香港特別行政区への納税額は、同行

政区総税収額の約8%にも及ぶ。
　HKJCの所有する競馬場には沙田（シャティン）
競馬場および跑馬地（ハッピーヴァレー）競馬場の
2場がある（図1）。香港国際競走など、一連の国際
的なビッグレースはシャティン競馬場で施行さ
れ、シャティンでの競馬開催は週末のみである。ま
た、ハッピーヴァレー競馬場は平日（主に水曜日）
に競馬開催され、ナイター設備を備えている。
　HKJCに所属する競走馬は約1,200頭で、全て
シャティン競馬場内で繋養され、調教を行ってい
る（ハッピーヴァレーで出走する場合は当日の
シャトル輸送を実施）。本コースを主催したHKJC
馬診療所もシャティン厩舎地区内にあり、所属競
走馬の診療業務を実施している。

3．Equine Basic Arthroscopic Surgery Course（5
月5日・6日）
　タイムテーブルは以下のとおりであった。

第1日　5月5日（火）
8:00- 8:30　開会式・イントロダクション
8:30- 9:15　レクチャー1：関節鏡の原理原則と

必要な装置
9:15-10:00　レクチャー2：関節鏡手術の一般的

な適用
10:00- 10:30　（休憩）
10:30-11:30　ウェットラボ1：装置の紹介、機器

の基本的操作、トレーニングモデ
ルを用いたトライアンギュレー
ションの練習

11:30-12:15　レクチャー3：球節の診断的・治療

的関節鏡手術
12:15-13:15　（休憩）
13:15-15:00　ウェットラボ2：球節内検査に対す

るアプローチ‐掌側アプローチ
15:00-15:30　（休憩）
15:30-16:30　ウェットラボ3：球節内検査に対す

るアプローチ‐背側アプローチ
16:30-17:15　レクチャー4：腕節の一般的な損傷
17:15-18:00　総括と復習
18:00-18:30　HKJC馬診療所見学

第2日　5月6日（水）
8:00- 8:45　レクチャー5：腕節の診断的・治療

的関節鏡
8:45-10:15　ウェットラボ4：腕節内検査に対す

るアプローチ
10:15-10:45　（休憩）
10:45-11:30　レクチャー6：飛節の診断的・治療

的関節鏡
11:30-13:00　ウェットラボ5：飛節内検査に対す

るアプローチ
13:00-14:00　（休憩）
14:00-14:45　レクチャー7：感染性関節炎の外科

的管理
14:45-16:30　ウェットラボ6：球節・腕節および

飛節へのアプローチの復習
16:30-17:00　（休憩）
17:00-18:00　レクチャー8：関節鏡の適用可能性

は？
18:00-18:30　総括と復習

　また、講義・実習を担当された講師を以下の方々
であった。

Dr .  Wayne  Mc I lwra i th（コロラド州立大学
Distinguished Professor：馬整形外科学、特に関節
鏡整形外科の世界的な権威）
Dr. Christpher Riggs（HKJC馬診療所・所長）
Dr. Paul Robinson（HKJC馬診療所）

　その名のとおり基礎的な部分に特化した講習で
あったが、「座学講義→解剖肢による実習」という

組み合わせを繰り返す形式であり、講義内容をす
ぐに実践できるため非常に分かり易いものであっ
た。関節鏡手術における極めて基礎の部分につい
ては、本文では割愛し、特に印象に残ったものにつ
いて以下に紹介する。

関節鏡の装置　－関節鏡の径－
　コースを主催したStorz社では馬用の関節鏡と
して、径4.0mmと径2.7mmのものをラインナップ
している。（本会では他社製の径4.0mm関節鏡の
み使用）上記2種の関節鏡径について、メリット・
デメリットが整理された。2.7mm径の関節鏡は、
視野が狭く、得られる画像が少し不鮮明になる代
わりに、小さな関節包や腱鞘にも容易に適用可能。
Dr. Robinsonは近位および遠位指節関節やトウ嚢
には径2.7mmの使用を好み、その他は径4.0mmの
使用を好むとのこと。Dr. McIlwraithは全ての関節
で使い慣れている径4.0mmを使用するとのこと
であった。

腕節
・骨棘
　骨棘はレントゲン撮影でしばしば発見される。
これらの骨棘は、関節腫脹や疼痛の原因となって
いることが強く疑われる場合や、関節過伸展時に
他の部位へ干渉しそうな大きなものについては摘
出の対象となるが、基本的には摘出する必要はな
い。
・内背側手根間靭帯（内側ヒダ）
　橈側手根骨遠位の骨折は内側ヒダの付着部付近
で頻発するが、この内側ヒダは骨片に付着してい
る部分の切除はやむを得ないものの、可能な限り
温存する。切除する際は鋏ではなく、ロンジャーを
バイオプシーパンチと同様の要領で使用して切除
するのが望ましい。
・軟骨のデブリードマン
　損傷した関節軟骨のデブリードマンに関して
は、遊離して浮いているものは摘出、遊離していな
いものは摘出しない。つまり、軟骨が少し痛んでい
るだけの損傷で、軟骨が骨に付着している場合は、
基本的には触らない。
・軟骨下骨のデブリードマン

　脆弱な軟骨下骨はデブリードマンを実施するべ
きだが、関節包付着部まででデブリードマンは終
了する。主な理由は、関節包外は構造上、運動時に
負荷がかかる部位ではないため骨折のリスクが低
いこと、関節包を破損すると術後骨関節炎のリス
クが高まることなどが挙げられていた。
・手根間靭帯
　手根間靭帯は、ほつれている、あるいは裂けてい
る部分についてのみ、ロンジャーを用いてトリミ
ングを行う。

球節
・P1近位背側面・内側／外側隆起の剥離骨折
　P1近位背側面の剥離骨折の場合、内側隆起と外
側隆起のいずれの骨折においても、カメラ孔は関
節包背側近位やや外側寄りの位置に開ける。この
位置であっても内側隆起の骨片についても良好な
視野が得られるためである。また、カメラ孔は定位
置とし、器械孔を骨片のある側に開ける。なお、内
外側隆起双方に骨片がある場合はカメラ孔1箇
所、器械孔2箇所の計3箇所を造孔する。
　また、P1近位背側面剥離骨折における骨片摘出
後の鋭匙操作では、必ず「掌側→背側」すなわち関
節包側へ向かっての操作のみとし、関節包をむや
みに損傷しないようにするよう心掛けるべきであ
る。Dr. McIlwraithによると逆方向への鋭匙操作
は、関節包付着部損傷リスクが高くなるため厳禁
とのことであった。

・近位種子骨骨折
　上記骨折は、①尖部Apical、②反軸側Abaxial、③
反軸側尖部Apical-Abaxial、④底部Basilar、および
⑤骨体中央Mid-bodyに大別されるが、⑤以外は全
て摘出対象である。骨片摘出手術のアプローチは
いずれの場合も掌側関節包であり、カメラ孔はい
ずれの場合でも外側の最近位である。これは、関節
包掌側のすべての部位に良好な視界が得られるた
めである。
　器械孔の位置については「挿入した針と骨折線
とが一致するように針を刺し、その針穿刺部分が
器械孔」である。これは、種子骨の骨折において、作
業の中心が骨折線のさらに掌側の靭帯剥離となる

ため、その部位で作業しやすいようにするためで
ある。
　なおこの骨折の靭帯剥離にはこれまで
Sesamoid Knifeが使用されていたが、強い力をか
けると破損する可能性が高いため、Dr. McIlwraith
は「Foerner Elevator（図2）」という器材を使用して
いる。この器材は骨ノミの先端を曲げたような形
をしているエレベーターであり、先端部には刃が
付いている。先端部の金属部分に厚さがあり、強い
力をかけても破損する可能性が極めて低い。

飛節
　飛節（足根－下腿関節）の関節鏡は主として若馬
の離断性骨軟骨症（OCD）の治療や、脛骨遠位内側
顆骨折の螺子固定手術などで行われる。
　体位は仰臥位で行い、背内側嚢から針を挿入し、
関節を膨満させる。カメラ孔は背外側に開けると
距骨遠位、第3足根骨への視界が得られないため、
必ず背内側に作製する必要があり、関節を膨満さ
せた際の中央（図3：①と②の中央）で、さらに背側
面を走る伸筋腱（図3の③）から約2－3ｃｍの部位
（図3で示す部位）に作製する。この部位に作製す
ることで、脛骨外側顆、中間稜、内側顆、さらに距骨
外側滑車稜と内側滑車稜、滑車溝の近位から遠位
まで、ほぼすべての手術部位に適応することがで
きる。器械孔は背外側嚢から靭帯を避けて挿入す
る必要があり、この際、長い針（スパイナル針）を挿
入し、針先がスムーズに動く位置を探して器械孔
を作製する。術者は尾側から飛節を抱え込むよう
にして手術を行うことになる。
　飛節の病変に対して関節鏡手術を行うことの利

点は、OCD病変の評価はレントゲンのみでは困難
であり、実際に目視下で見て診断ができることと、
何よりも関節鏡手術によって簡単にOCDが摘出で
きるということである。

その他　－術後バンテージについて－
　Dr. McIlwraithによる過去の調査では、手術終了
後に所有者の牧場へ帰り、その当日中に飼い主に
よってバンテージ巻き替えが行われた症例で、手
術後の関節内感染リスクが高くなる可能性がある
とのことであった。我々も手術直後にクリーンな

状態で実施しているバンテージは、原則として翌
日まで交換しないが、上記の話からも、余程のこと
がない限り手術直後のバンテージ巻き替えは避け
るべきだと考えられた。また、これは関節鏡手術の
みならず、整形外科手術全般に言えることである。

４．最後に
　本コースは基礎的なものであったこともあり、
我々にとっては理解しやすい部分も多くあった。
しかしながら、講師陣の手技を間近で確認し、日々
疑問に感じていた細かなポイントについて、講師
陣の経験に基づいた明確なアドバイスがもらえた
こと、加えて、関節鏡の基本手技について、今一度
自分の手技を再確認できたことは非常に有意義で
あった。また、これから関節鏡手技を向上させてい
く際に、獣医師の間で共有できる基本手技のポイ
ントを明確に出来たことは収穫であった。
　また、今回の研修には、現在のところ馬の関節鏡
手術を実施していない韓国、台湾、タイなどアジア
各国の診療施設からの参加も多く、関節鏡手術を
する環境がないにもかかわらず、熱心に学ぼうと
する姿勢は、大変刺激になった。

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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1．概要
　平成27年5月5日・6日に香港で開催された
「Equine Basic Arthroscopic Surgery Course」に参
加する機会を得たので、その概要について紹介す
る。本コースは、馬の関節鏡手術において、世界的
に使用されている内視鏡メーカーのStorz社が、香
港ジョッキークラブ（以下、HKJC）とタイアップし
て開催された。

2．HKJCについて

　本コースの開催者であるHKJCについて簡単に
ご紹介する。HKJCは、香港における唯一の競馬統
括機関であり、本会同様に、競馬場・勝馬投票券場
外発売所の運営および勝馬投票券の発売・管理が
主たる業務である（なお、香港ではブックメーカー
による勝馬投票券発売は禁止されている）。特筆す
べきはHKJCの売り上げで、施行レース数は約800
競走（JRAは年間約3,400競走施行）でありながら、
2013-2014シーズンの競馬事業売り上げは、日本
円にして約1兆2,000億円である。この売り上げに
よるHKJCから香港特別行政区への納税額は、同行

政区総税収額の約8%にも及ぶ。
　HKJCの所有する競馬場には沙田（シャティン）
競馬場および跑馬地（ハッピーヴァレー）競馬場の
2場がある（図1）。香港国際競走など、一連の国際
的なビッグレースはシャティン競馬場で施行さ
れ、シャティンでの競馬開催は週末のみである。ま
た、ハッピーヴァレー競馬場は平日（主に水曜日）
に競馬開催され、ナイター設備を備えている。
　HKJCに所属する競走馬は約1,200頭で、全て
シャティン競馬場内で繋養され、調教を行ってい
る（ハッピーヴァレーで出走する場合は当日の
シャトル輸送を実施）。本コースを主催したHKJC
馬診療所もシャティン厩舎地区内にあり、所属競
走馬の診療業務を実施している。

3．Equine Basic Arthroscopic Surgery Course（5
月5日・6日）
　タイムテーブルは以下のとおりであった。

第1日　5月5日（火）
8:00- 8:30　開会式・イントロダクション
8:30- 9:15　レクチャー1：関節鏡の原理原則と

必要な装置
9:15-10:00　レクチャー2：関節鏡手術の一般的

な適用
10:00- 10:30　（休憩）
10:30-11:30　ウェットラボ1：装置の紹介、機器

の基本的操作、トレーニングモデ
ルを用いたトライアンギュレー
ションの練習

11:30-12:15　レクチャー3：球節の診断的・治療

的関節鏡手術
12:15-13:15　（休憩）
13:15-15:00　ウェットラボ2：球節内検査に対す

るアプローチ‐掌側アプローチ
15:00-15:30　（休憩）
15:30-16:30　ウェットラボ3：球節内検査に対す

るアプローチ‐背側アプローチ
16:30-17:15　レクチャー4：腕節の一般的な損傷
17:15-18:00　総括と復習
18:00-18:30　HKJC馬診療所見学

第2日　5月6日（水）
8:00- 8:45　レクチャー5：腕節の診断的・治療

的関節鏡
8:45-10:15　ウェットラボ4：腕節内検査に対す

るアプローチ
10:15-10:45　（休憩）
10:45-11:30　レクチャー6：飛節の診断的・治療

的関節鏡
11:30-13:00　ウェットラボ5：飛節内検査に対す

るアプローチ
13:00-14:00　（休憩）
14:00-14:45　レクチャー7：感染性関節炎の外科

的管理
14:45-16:30　ウェットラボ6：球節・腕節および

飛節へのアプローチの復習
16:30-17:00　（休憩）
17:00-18:00　レクチャー8：関節鏡の適用可能性

は？
18:00-18:30　総括と復習

　また、講義・実習を担当された講師を以下の方々
であった。

Dr .  Wayne  Mc I lwra i th（コロラド州立大学
Distinguished Professor：馬整形外科学、特に関節
鏡整形外科の世界的な権威）
Dr. Christpher Riggs（HKJC馬診療所・所長）
Dr. Paul Robinson（HKJC馬診療所）

　その名のとおり基礎的な部分に特化した講習で
あったが、「座学講義→解剖肢による実習」という

組み合わせを繰り返す形式であり、講義内容をす
ぐに実践できるため非常に分かり易いものであっ
た。関節鏡手術における極めて基礎の部分につい
ては、本文では割愛し、特に印象に残ったものにつ
いて以下に紹介する。

関節鏡の装置　－関節鏡の径－
　コースを主催したStorz社では馬用の関節鏡と
して、径4.0mmと径2.7mmのものをラインナップ
している。（本会では他社製の径4.0mm関節鏡の
み使用）上記2種の関節鏡径について、メリット・
デメリットが整理された。2.7mm径の関節鏡は、
視野が狭く、得られる画像が少し不鮮明になる代
わりに、小さな関節包や腱鞘にも容易に適用可能。
Dr. Robinsonは近位および遠位指節関節やトウ嚢
には径2.7mmの使用を好み、その他は径4.0mmの
使用を好むとのこと。Dr. McIlwraithは全ての関節
で使い慣れている径4.0mmを使用するとのこと
であった。

腕節
・骨棘
　骨棘はレントゲン撮影でしばしば発見される。
これらの骨棘は、関節腫脹や疼痛の原因となって
いることが強く疑われる場合や、関節過伸展時に
他の部位へ干渉しそうな大きなものについては摘
出の対象となるが、基本的には摘出する必要はな
い。
・内背側手根間靭帯（内側ヒダ）
　橈側手根骨遠位の骨折は内側ヒダの付着部付近
で頻発するが、この内側ヒダは骨片に付着してい
る部分の切除はやむを得ないものの、可能な限り
温存する。切除する際は鋏ではなく、ロンジャーを
バイオプシーパンチと同様の要領で使用して切除
するのが望ましい。
・軟骨のデブリードマン
　損傷した関節軟骨のデブリードマンに関して
は、遊離して浮いているものは摘出、遊離していな
いものは摘出しない。つまり、軟骨が少し痛んでい
るだけの損傷で、軟骨が骨に付着している場合は、
基本的には触らない。
・軟骨下骨のデブリードマン

　脆弱な軟骨下骨はデブリードマンを実施するべ
きだが、関節包付着部まででデブリードマンは終
了する。主な理由は、関節包外は構造上、運動時に
負荷がかかる部位ではないため骨折のリスクが低
いこと、関節包を破損すると術後骨関節炎のリス
クが高まることなどが挙げられていた。
・手根間靭帯
　手根間靭帯は、ほつれている、あるいは裂けてい
る部分についてのみ、ロンジャーを用いてトリミ
ングを行う。

球節
・P1近位背側面・内側／外側隆起の剥離骨折
　P1近位背側面の剥離骨折の場合、内側隆起と外
側隆起のいずれの骨折においても、カメラ孔は関
節包背側近位やや外側寄りの位置に開ける。この
位置であっても内側隆起の骨片についても良好な
視野が得られるためである。また、カメラ孔は定位
置とし、器械孔を骨片のある側に開ける。なお、内
外側隆起双方に骨片がある場合はカメラ孔1箇
所、器械孔2箇所の計3箇所を造孔する。
　また、P1近位背側面剥離骨折における骨片摘出
後の鋭匙操作では、必ず「掌側→背側」すなわち関
節包側へ向かっての操作のみとし、関節包をむや
みに損傷しないようにするよう心掛けるべきであ
る。Dr. McIlwraithによると逆方向への鋭匙操作
は、関節包付着部損傷リスクが高くなるため厳禁
とのことであった。

・近位種子骨骨折
　上記骨折は、①尖部Apical、②反軸側Abaxial、③
反軸側尖部Apical-Abaxial、④底部Basilar、および
⑤骨体中央Mid-bodyに大別されるが、⑤以外は全
て摘出対象である。骨片摘出手術のアプローチは
いずれの場合も掌側関節包であり、カメラ孔はい
ずれの場合でも外側の最近位である。これは、関節
包掌側のすべての部位に良好な視界が得られるた
めである。
　器械孔の位置については「挿入した針と骨折線
とが一致するように針を刺し、その針穿刺部分が
器械孔」である。これは、種子骨の骨折において、作
業の中心が骨折線のさらに掌側の靭帯剥離となる

ため、その部位で作業しやすいようにするためで
ある。
　なおこの骨折の靭帯剥離にはこれまで
Sesamoid Knifeが使用されていたが、強い力をか
けると破損する可能性が高いため、Dr. McIlwraith
は「Foerner Elevator（図2）」という器材を使用して
いる。この器材は骨ノミの先端を曲げたような形
をしているエレベーターであり、先端部には刃が
付いている。先端部の金属部分に厚さがあり、強い
力をかけても破損する可能性が極めて低い。

飛節
　飛節（足根－下腿関節）の関節鏡は主として若馬
の離断性骨軟骨症（OCD）の治療や、脛骨遠位内側
顆骨折の螺子固定手術などで行われる。
　体位は仰臥位で行い、背内側嚢から針を挿入し、
関節を膨満させる。カメラ孔は背外側に開けると
距骨遠位、第3足根骨への視界が得られないため、
必ず背内側に作製する必要があり、関節を膨満さ
せた際の中央（図3：①と②の中央）で、さらに背側
面を走る伸筋腱（図3の③）から約2－3ｃｍの部位
（図3で示す部位）に作製する。この部位に作製す
ることで、脛骨外側顆、中間稜、内側顆、さらに距骨
外側滑車稜と内側滑車稜、滑車溝の近位から遠位
まで、ほぼすべての手術部位に適応することがで
きる。器械孔は背外側嚢から靭帯を避けて挿入す
る必要があり、この際、長い針（スパイナル針）を挿
入し、針先がスムーズに動く位置を探して器械孔
を作製する。術者は尾側から飛節を抱え込むよう
にして手術を行うことになる。
　飛節の病変に対して関節鏡手術を行うことの利

点は、OCD病変の評価はレントゲンのみでは困難
であり、実際に目視下で見て診断ができることと、
何よりも関節鏡手術によって簡単にOCDが摘出で
きるということである。

その他　－術後バンテージについて－
　Dr. McIlwraithによる過去の調査では、手術終了
後に所有者の牧場へ帰り、その当日中に飼い主に
よってバンテージ巻き替えが行われた症例で、手
術後の関節内感染リスクが高くなる可能性がある
とのことであった。我々も手術直後にクリーンな

状態で実施しているバンテージは、原則として翌
日まで交換しないが、上記の話からも、余程のこと
がない限り手術直後のバンテージ巻き替えは避け
るべきだと考えられた。また、これは関節鏡手術の
みならず、整形外科手術全般に言えることである。

４．最後に
　本コースは基礎的なものであったこともあり、
我々にとっては理解しやすい部分も多くあった。
しかしながら、講師陣の手技を間近で確認し、日々
疑問に感じていた細かなポイントについて、講師
陣の経験に基づいた明確なアドバイスがもらえた
こと、加えて、関節鏡の基本手技について、今一度
自分の手技を再確認できたことは非常に有意義で
あった。また、これから関節鏡手技を向上させてい
く際に、獣医師の間で共有できる基本手技のポイ
ントを明確に出来たことは収穫であった。
　また、今回の研修には、現在のところ馬の関節鏡
手術を実施していない韓国、台湾、タイなどアジア
各国の診療施設からの参加も多く、関節鏡手術を
する環境がないにもかかわらず、熱心に学ぼうと
する姿勢は、大変刺激になった。

図2　Foerner Elevator

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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1．概要
　平成27年5月5日・6日に香港で開催された
「Equine Basic Arthroscopic Surgery Course」に参
加する機会を得たので、その概要について紹介す
る。本コースは、馬の関節鏡手術において、世界的
に使用されている内視鏡メーカーのStorz社が、香
港ジョッキークラブ（以下、HKJC）とタイアップし
て開催された。

2．HKJCについて

　本コースの開催者であるHKJCについて簡単に
ご紹介する。HKJCは、香港における唯一の競馬統
括機関であり、本会同様に、競馬場・勝馬投票券場
外発売所の運営および勝馬投票券の発売・管理が
主たる業務である（なお、香港ではブックメーカー
による勝馬投票券発売は禁止されている）。特筆す
べきはHKJCの売り上げで、施行レース数は約800
競走（JRAは年間約3,400競走施行）でありながら、
2013-2014シーズンの競馬事業売り上げは、日本
円にして約1兆2,000億円である。この売り上げに
よるHKJCから香港特別行政区への納税額は、同行

政区総税収額の約8%にも及ぶ。
　HKJCの所有する競馬場には沙田（シャティン）
競馬場および跑馬地（ハッピーヴァレー）競馬場の
2場がある（図1）。香港国際競走など、一連の国際
的なビッグレースはシャティン競馬場で施行さ
れ、シャティンでの競馬開催は週末のみである。ま
た、ハッピーヴァレー競馬場は平日（主に水曜日）
に競馬開催され、ナイター設備を備えている。
　HKJCに所属する競走馬は約1,200頭で、全て
シャティン競馬場内で繋養され、調教を行ってい
る（ハッピーヴァレーで出走する場合は当日の
シャトル輸送を実施）。本コースを主催したHKJC
馬診療所もシャティン厩舎地区内にあり、所属競
走馬の診療業務を実施している。

3．Equine Basic Arthroscopic Surgery Course（5
月5日・6日）
　タイムテーブルは以下のとおりであった。

第1日　5月5日（火）
8:00- 8:30　開会式・イントロダクション
8:30- 9:15　レクチャー1：関節鏡の原理原則と

必要な装置
9:15-10:00　レクチャー2：関節鏡手術の一般的

な適用
10:00- 10:30　（休憩）
10:30-11:30　ウェットラボ1：装置の紹介、機器

の基本的操作、トレーニングモデ
ルを用いたトライアンギュレー
ションの練習

11:30-12:15　レクチャー3：球節の診断的・治療

的関節鏡手術
12:15-13:15　（休憩）
13:15-15:00　ウェットラボ2：球節内検査に対す

るアプローチ‐掌側アプローチ
15:00-15:30　（休憩）
15:30-16:30　ウェットラボ3：球節内検査に対す

るアプローチ‐背側アプローチ
16:30-17:15　レクチャー4：腕節の一般的な損傷
17:15-18:00　総括と復習
18:00-18:30　HKJC馬診療所見学

第2日　5月6日（水）
8:00- 8:45　レクチャー5：腕節の診断的・治療

的関節鏡
8:45-10:15　ウェットラボ4：腕節内検査に対す

るアプローチ
10:15-10:45　（休憩）
10:45-11:30　レクチャー6：飛節の診断的・治療

的関節鏡
11:30-13:00　ウェットラボ5：飛節内検査に対す

るアプローチ
13:00-14:00　（休憩）
14:00-14:45　レクチャー7：感染性関節炎の外科

的管理
14:45-16:30　ウェットラボ6：球節・腕節および

飛節へのアプローチの復習
16:30-17:00　（休憩）
17:00-18:00　レクチャー8：関節鏡の適用可能性

は？
18:00-18:30　総括と復習

　また、講義・実習を担当された講師を以下の方々
であった。

Dr .  Wayne  Mc I lwra i th（コロラド州立大学
Distinguished Professor：馬整形外科学、特に関節
鏡整形外科の世界的な権威）
Dr. Christpher Riggs（HKJC馬診療所・所長）
Dr. Paul Robinson（HKJC馬診療所）

　その名のとおり基礎的な部分に特化した講習で
あったが、「座学講義→解剖肢による実習」という

組み合わせを繰り返す形式であり、講義内容をす
ぐに実践できるため非常に分かり易いものであっ
た。関節鏡手術における極めて基礎の部分につい
ては、本文では割愛し、特に印象に残ったものにつ
いて以下に紹介する。

関節鏡の装置　－関節鏡の径－
　コースを主催したStorz社では馬用の関節鏡と
して、径4.0mmと径2.7mmのものをラインナップ
している。（本会では他社製の径4.0mm関節鏡の
み使用）上記2種の関節鏡径について、メリット・
デメリットが整理された。2.7mm径の関節鏡は、
視野が狭く、得られる画像が少し不鮮明になる代
わりに、小さな関節包や腱鞘にも容易に適用可能。
Dr. Robinsonは近位および遠位指節関節やトウ嚢
には径2.7mmの使用を好み、その他は径4.0mmの
使用を好むとのこと。Dr. McIlwraithは全ての関節
で使い慣れている径4.0mmを使用するとのこと
であった。

腕節
・骨棘
　骨棘はレントゲン撮影でしばしば発見される。
これらの骨棘は、関節腫脹や疼痛の原因となって
いることが強く疑われる場合や、関節過伸展時に
他の部位へ干渉しそうな大きなものについては摘
出の対象となるが、基本的には摘出する必要はな
い。
・内背側手根間靭帯（内側ヒダ）
　橈側手根骨遠位の骨折は内側ヒダの付着部付近
で頻発するが、この内側ヒダは骨片に付着してい
る部分の切除はやむを得ないものの、可能な限り
温存する。切除する際は鋏ではなく、ロンジャーを
バイオプシーパンチと同様の要領で使用して切除
するのが望ましい。
・軟骨のデブリードマン
　損傷した関節軟骨のデブリードマンに関して
は、遊離して浮いているものは摘出、遊離していな
いものは摘出しない。つまり、軟骨が少し痛んでい
るだけの損傷で、軟骨が骨に付着している場合は、
基本的には触らない。
・軟骨下骨のデブリードマン

　脆弱な軟骨下骨はデブリードマンを実施するべ
きだが、関節包付着部まででデブリードマンは終
了する。主な理由は、関節包外は構造上、運動時に
負荷がかかる部位ではないため骨折のリスクが低
いこと、関節包を破損すると術後骨関節炎のリス
クが高まることなどが挙げられていた。
・手根間靭帯
　手根間靭帯は、ほつれている、あるいは裂けてい
る部分についてのみ、ロンジャーを用いてトリミ
ングを行う。

球節
・P1近位背側面・内側／外側隆起の剥離骨折
　P1近位背側面の剥離骨折の場合、内側隆起と外
側隆起のいずれの骨折においても、カメラ孔は関
節包背側近位やや外側寄りの位置に開ける。この
位置であっても内側隆起の骨片についても良好な
視野が得られるためである。また、カメラ孔は定位
置とし、器械孔を骨片のある側に開ける。なお、内
外側隆起双方に骨片がある場合はカメラ孔1箇
所、器械孔2箇所の計3箇所を造孔する。
　また、P1近位背側面剥離骨折における骨片摘出
後の鋭匙操作では、必ず「掌側→背側」すなわち関
節包側へ向かっての操作のみとし、関節包をむや
みに損傷しないようにするよう心掛けるべきであ
る。Dr. McIlwraithによると逆方向への鋭匙操作
は、関節包付着部損傷リスクが高くなるため厳禁
とのことであった。

・近位種子骨骨折
　上記骨折は、①尖部Apical、②反軸側Abaxial、③
反軸側尖部Apical-Abaxial、④底部Basilar、および
⑤骨体中央Mid-bodyに大別されるが、⑤以外は全
て摘出対象である。骨片摘出手術のアプローチは
いずれの場合も掌側関節包であり、カメラ孔はい
ずれの場合でも外側の最近位である。これは、関節
包掌側のすべての部位に良好な視界が得られるた
めである。
　器械孔の位置については「挿入した針と骨折線
とが一致するように針を刺し、その針穿刺部分が
器械孔」である。これは、種子骨の骨折において、作
業の中心が骨折線のさらに掌側の靭帯剥離となる

ため、その部位で作業しやすいようにするためで
ある。
　なおこの骨折の靭帯剥離にはこれまで
Sesamoid Knifeが使用されていたが、強い力をか
けると破損する可能性が高いため、Dr. McIlwraith
は「Foerner Elevator（図2）」という器材を使用して
いる。この器材は骨ノミの先端を曲げたような形
をしているエレベーターであり、先端部には刃が
付いている。先端部の金属部分に厚さがあり、強い
力をかけても破損する可能性が極めて低い。

飛節
　飛節（足根－下腿関節）の関節鏡は主として若馬
の離断性骨軟骨症（OCD）の治療や、脛骨遠位内側
顆骨折の螺子固定手術などで行われる。
　体位は仰臥位で行い、背内側嚢から針を挿入し、
関節を膨満させる。カメラ孔は背外側に開けると
距骨遠位、第3足根骨への視界が得られないため、
必ず背内側に作製する必要があり、関節を膨満さ
せた際の中央（図3：①と②の中央）で、さらに背側
面を走る伸筋腱（図3の③）から約2－3ｃｍの部位
（図3で示す部位）に作製する。この部位に作製す
ることで、脛骨外側顆、中間稜、内側顆、さらに距骨
外側滑車稜と内側滑車稜、滑車溝の近位から遠位
まで、ほぼすべての手術部位に適応することがで
きる。器械孔は背外側嚢から靭帯を避けて挿入す
る必要があり、この際、長い針（スパイナル針）を挿
入し、針先がスムーズに動く位置を探して器械孔
を作製する。術者は尾側から飛節を抱え込むよう
にして手術を行うことになる。
　飛節の病変に対して関節鏡手術を行うことの利

点は、OCD病変の評価はレントゲンのみでは困難
であり、実際に目視下で見て診断ができることと、
何よりも関節鏡手術によって簡単にOCDが摘出で
きるということである。

その他　－術後バンテージについて－
　Dr. McIlwraithによる過去の調査では、手術終了
後に所有者の牧場へ帰り、その当日中に飼い主に
よってバンテージ巻き替えが行われた症例で、手
術後の関節内感染リスクが高くなる可能性がある
とのことであった。我々も手術直後にクリーンな

状態で実施しているバンテージは、原則として翌
日まで交換しないが、上記の話からも、余程のこと
がない限り手術直後のバンテージ巻き替えは避け
るべきだと考えられた。また、これは関節鏡手術の
みならず、整形外科手術全般に言えることである。

４．最後に
　本コースは基礎的なものであったこともあり、
我々にとっては理解しやすい部分も多くあった。
しかしながら、講師陣の手技を間近で確認し、日々
疑問に感じていた細かなポイントについて、講師
陣の経験に基づいた明確なアドバイスがもらえた
こと、加えて、関節鏡の基本手技について、今一度
自分の手技を再確認できたことは非常に有意義で
あった。また、これから関節鏡手技を向上させてい
く際に、獣医師の間で共有できる基本手技のポイ
ントを明確に出来たことは収穫であった。
　また、今回の研修には、現在のところ馬の関節鏡
手術を実施していない韓国、台湾、タイなどアジア
各国の診療施設からの参加も多く、関節鏡手術を
する環境がないにもかかわらず、熱心に学ぼうと
する姿勢は、大変刺激になった。

図3　飛節OCD確認時のカメラ挿入部位を示す
　　　　　　　　　　　　　　　  （左飛節背内側観）

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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図1　学会会場となった国立京都国際会館 図3　ポスター発表の様子

図2　基調講演中の会場

学 会 報 告

第12回WCVAに参加して

小平和道1)・和久野愛2)・徳重裕貴3)・青木基記4)・溝部文彬2)・前　尚見5)

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了

1)競走馬総合研究所
2)栗東トレーニング・センター
3)美浦トレーニング・センター
4)馬事部
5)函館競馬場



（149）

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了



（153）

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了
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WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了



（156） 馬の科学　Vol.53（2）2016

WCVAとは
　WCVA（Wor ld  Congress  o f  Ve te r inary  
Anaesthesiology：世界獣医麻酔会議）は、3年に一
度開催される獣医麻酔科学の国際学会で、1981年
にイギリスのケンブリッジで開催されて以来、ギ
リシャ、アメリカ、カナダ、ブラジル、そして前回の
南アフリカなど世界各国で開催されてきました。
毎回、世界中の獣医麻酔科専門医などが集結し、
様々なトピックスが熱く議論され、12回目となる
今年はアジアでは初めてとなる日本（京都）で開催
されました（図1）。学会期間中は基調講演、教育講
演、パネルディスカッション、口頭発表、ポスター
発表な どが、さら に学会期 間に先立ち 、
Pre-Congress Refresher CourseやPre-Congress 
Workshop（後述）が行われるなど、その内容は多岐

にわたっていました（図2、図3）。このWCVAには、
これまでに第5回（1994年）のカナダおよび第6回
（1997年）のギリシャで本会の間弘子職員が発表
しています。今回は、それに引き続きJRAから口頭
発表2題およびポスター発表3題の計5題を発表し
たので、その発表内容と特筆すべき聴講演題につ
いて紹介します。

JRAからの発表演題
【口頭発表】
Comparison of  a l faxalone,  ketamine,  and 
thiopental for anesthetic induction and recovery 
in Thoroughbred horses premedicated with 
medetomidine and midazolam

（和久野愛）

　国内で2014年2月に発売が開始されたアルファ
キサロンは、小動物において良好な麻酔導入が得
られ、呼吸循環系への影響が少ないことが報告さ
れており、ウマでも同様の効果が期待される。アル
ファキサロンとウマの麻酔導入薬として広く使わ
れているケタミン、チオペンタールとの麻酔導入
期および覚醒期における臨床特性の比較を行う目
的で研究を行った。6頭のサラブレッドに対して、
メデトミジン6 . 0μg / k gおよびミダゾラム
0 .02mg / k gでの鎮静後、アルファキサロン
1.0mg/kg、ケタミン2.5mg/kg、チオペンタール
4.0mg/kgのいずれかを静脈内投与し、麻酔導入し
た。投与順序はランダムとし、最低2週間の休薬期
間を設け、同一馬を3回の実験に供試した。測定項
目は呼吸循環系の指標に加えて、倒馬および起立
のグレードを5段階のグレードを用い、ブライン
ドで評価した。また、麻酔導入薬投与終了時から、
各覚醒所見の出現および起立までの時間を記録し
た。
　倒馬および起立グレードは、薬剤間に有意差は
認められず、3薬剤とも呼吸循環動態は安全なレ
ベルで維持された。体動が出現するまでの時間に
薬剤間の有意差は認められなかったが、起立まで
の時間は、アルファキサロン、チオペンタールがケ
タミンに比較して有意に長かった。以上の結果か
ら、サラブレッドにおいてアルファキサロンはケ
タミンおよびチオペンタールと同等の効果と安全
性を有する麻酔導入薬であることが明らかとなっ
た。
　導入や覚醒時の動画を多く取り入れたためか発
表中も関心を持ってもらえていたように感じた。
質疑応答では、覚醒における学習効果、実験設定上
の侵襲の有無など数点の質問があった。一般演題
ではアルファキサロンについての発表は本会から

の2題のみであったが、製造元の顧問でありアル
フ ァ キ サ ロ ン の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
Dr.Pasloskeによる講演では時間を超過するほど
質疑応答が活発になされており、アルファキサロ
ンが世界的に非常に関心の高い麻酔薬であること
を実感した。今後の展望として、TIVAまたはCRI
（ハイリスクな症例への吸入麻酔に併用）として、
アルファキサロンを使用する意義は大きいものと
思われる。本研究をもとに、ウマにおけるバランス
麻酔の選択肢が広がれば幸いである。

【口頭発表】
Evaluation of total intravenous anesthesia with 
p r o p o f o l - G G E - m e d e t o m i d i n e  o r  
alfaxalone-GGE-medetomidine in Thoroughbred 
horses undergoing castration

（青木基記）

　ウマにおけるプロポフォール（Pro）の使用には、
呼吸抑制作用が強く自発呼吸の維持が難しいこと
や、ときに導入時に激しい遊泳運動が認められる
といったデメリットが存在する。それらを最小限
に留めるため、Proに筋弛緩薬のGGEおよびメデト
ミジン（Med）を組み合わせた静脈麻酔法（PGM法）
を新たに考案した。また、アルファキサロン（Alf）
は、Proと比較して呼吸抑制作用が弱いとされてお
り、ウマにおいても有用性が期待される。そこで、
PGM法と同様の組み合わせでAlfを用いた静脈麻
酔法（AGM法）についても検討し、両麻酔法の臨床
特性を比較検討した。
　健康なサラブレッド種競走馬（牡：12頭）を無作
為にP群（6頭）とA群（6頭）に分類した。両群とも
Med（5.0 μg/kg）およびブトルファノール（0.02 
mg/kg）による鎮静後、5%GGE（10 mg/kg）および
P群はPro（2.0 mg/kg）、A群はAlf（1.0 mg/kg）によ
り倒馬・導入した。直後よりGGE（1.3 mg/kg/min）
‒Med（0.05 μg/kg/min）およびP群はPro（0.05 
mg/kg/min）、A群はAlf（0.025 mg/kg/min）の持続
点滴投与により60分間維持した。精巣および精索
をリドカインにて局所麻酔し、麻酔開始15～45分
の間に半閉鎖法による去勢術を実施した。酸素吸
入は行わず、自発呼吸のみで維持した。覚醒は自由

起立とした。
　倒馬において、P群ではGGEを併用したにもかか
わらず1頭で激しい遊泳運動が認められた。手術
中、P群では4頭で精巣挙筋の牽引もしくは四肢の
動揺が認められ、うち1頭では2回の追加投与が必
要であった。一方、A群では全頭で追加投与の必要
はなく、安定した麻酔深度が維持された。A群では
安定した呼吸が維持されたのに対し、P群では全頭
で浅速呼吸が認められた。両群とも起立は良好で
あった。以上のことから、PGM法、AGM法ともに競
走馬の去勢手術に臨床応用可能な短時間麻酔法で
あるが、AGM法の方がより安全かつ有用であると
考えられた。
　本発表に対して、Proの投与量を増加させてはど
うか、GGEを選択した理由などの質問があった。特
にProの投与量に関しては、今回のように自発呼吸
を一定回数維持できるような濃度では麻酔深度が
やや不足する傾向にあることから、呼吸抑制との
兼ね合いもあるが検討すべき指摘であったと感じ
た。国内で最も繁用されているトリプルドリップ
法は簡便で鎮痛作用に優れた静脈麻酔法である。
しかし、麻薬指定されているケタミンを用いるこ
とから、一部に使用の制限がある。本研究の両法が
新たな静脈麻酔法として選択肢を広げる一助とな
れば幸いである。

【ポスター発表】
C l i n i c a l  p h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
pharmacodynamics of intravenous alfaxalone in 
Thoroughbred horses at two different anesthetic 
induction doses
（美浦　久代明日香【栗東　和久野愛が代理発表】）

　ウマにおけるアルファキサロンの詳細な薬物特
性を検証し、臨床応用性を評価する目的で、2用量
のアルファキサロンを投与した用量依存性の薬物
特性および血漿中アルファキサロン濃度測定によ
る薬物動態解析を行った。本研究では、7頭のサラ
ブレッドを用い、メデトメジン（6.0μg/kg）および
ミダゾラム（20μg/kg）による鎮静後、アルファキ
サロン1.0mg/kgあるいは2.0mg/kgを静脈内投与
し、麻酔導入した。投与順序はランダムとし、最低

1週間の休薬期間を設け、同一馬を2回の実験に供
試した。測定項目は①の項目に加えて、投与前、投
与2,4,6,10,15,20,30,45,60,120,240分後に静脈血
を採取し、液体クロマトグラフィー・タンデム質量
分析法を用いて血漿中アルファキサロン濃度を測
定、薬物動態解析を行った。2用量間で倒馬グレー
ドおよび倒馬までの時間に有意差は認められな
かった。高用量でも安定した循環状態であったが、
呼吸に関しては用量依存性の呼吸抑制が認められ
た。2用量間で覚醒グレードに有意差は認められ
なかったが、起立時間は有意に延長した。血漿中ア
ルファキサロン濃度は2̶コンパートメントモデ
ルの薬物動態を示した。最高血中濃度（Cmax）および
濃度̶時間曲線下面積（AUC）はいずれも概ね投与
量に比例した値を示した。分布相半減期、消失相半
減期、総クリアランス（CL）は投与量による差は認
められず、投与後のアルファキサロンは速やかに
組織に移行し、体内からの消失も早いことが示さ
れた。
　ディスカッションは1日目のランチタイムに行
われた。演題に関する質問は前処置の循環系への
影響について1点であり、他はウマの麻酔に関す
る一般的な内容であった。
　小動物においては症例によっては前処置を行わ
ないケースもあり、ウマの麻酔の特性を改めて感
じた。薬物動態解析によって、臨床応用するうえで
の用量の設定やそれに伴う呼吸循環系、覚醒への
影響を示すことができたので、本研究がウマにお
いても症例によってアルファキサロンを選択する
きっかけとなれば幸いである。
　各国の発表をリアルタイムで聴講して感じたの
は、スライドや発表内容は世界にも十分通用する
レベルであるということである。実験・研究成果を
まとめ、きちんと発表することが重要であること
は言うまでもないが、その場もJRA内部での発表
にとどまらず、国内の各学会において多くの方と
ディスカッションをもつことは非常に意味があ
る。さらに、英語というハードルは高いが、国際学
会で発表することによりウマまたはそれぞれの分
野を専門とする各国の獣医師、研究者に聴いても
らえるうえ、第一線で活躍する方とディスカッ
ションする機会を得られることは大きな経験にな

ると感じた。また、国内あるいは国際学会に参加す
ることによって、麻酔疼痛管理の世界的なスタン
ダードとなっている流れや新しい情報を収集、理
解することが、競走馬の麻酔の向上につながるは
ずである。

【ポスター発表】
Clinical usefulness of the bispectral index as an 
i n d i c a t o r  o f  a n e s t h e t i c  d e p t h  i n  
sevoflurane-anesthetized Thoroughbred horses

（徳重裕貴）

　サラブレッド種における麻酔深度は、心血管系
指標、呼気ガス濃度、眼瞼反射などを基に評価して
いる。一方ヒトでは、脳波を解析することで麻酔深
度を数値化した、bispectral index (BIS)を用いた評
価法が広く普及している。ウマにおいてはBISの臨
床有用性について統一見解が得られていないた
め、本研究では吸入麻酔下においてBISの臨床有用
性について調査した。
　まず、安静時、キシラジン(1.0 mg/kg IV)鎮静下、
終末呼気セボフルラン濃度(ETsevo)1.2 MACおよ
び1.5 MAC時のBIS値を測定した。また、回復期の
BIS値も経時的に測定した。全てのウマに特注のス
パイラル電極を装着し、BIS monitor Vista A-3000 
（Aspect Medical Systems, Natick, USA）を用いて
BIS値を測定した。セボフルラン麻酔時のBIS値は
安静時および鎮静時に比較して有意に減少した。
また、覚醒するにつれBIS値は有意に上昇した。
　次に、螺子固定術を受けた17頭を対象に術中の
BIS値を測定した。セボフルラン吸入麻酔にメピバ
カイン局所麻酔併用群と局所麻酔未実施群にラン
ダムに分類した。未実施群において、外科侵襲時に
心血管指標は変化しなかったもののBIS値は有意
に上昇した。また、眼振は33%の割合で認められ
た。一方、併用群では測定項目に有意な変動は認め
られなかった。以上のことから、BISは覚醒時にお
ける指標として有用であり、心血管系指標に比較
してより優れた指標であると考えられた。また、
BIS値そのものでは正確な麻酔深度指標を示して
いないが、BIS値のトレンドは麻酔深度の変化を反
映していると考えられた。

　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されていたが、1日目も含めて数名から
質問があった。装着は簡単かといった素朴な内容
から、ヒトでは用量依存性にBIS値は減少するはず
だが馬では同様でないのか、局所麻酔時にもBIS値
は上昇しているが何故かといった内容であった。
術中に十分な意識消失を得られているかというこ
とについては、ヒト領域では術中記憶により術後
ストレスに悩まされるケースが報告されており、
十分な意識消失を確保しておくことが重要視され
ている。ウマにおいて同様のケースは報告されて
いないが、不十分な意識消失により人馬に危険が
生じる、あるいは術後合併症を引き起こす可能性
はあることから、正確な麻酔深度のモニタリング
が極めて重要であることは既知の事実である。本
発表がその意識向上の一助となれば幸いである。

【ポスター発表】
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
rocuron ium in  sevoflurane-anes thet i zed  
Thoroughbred horses

（小平和道）

　ウマ獣医療において、筋弛緩薬は手術時にウマ
を倒したり手術操作（特に眼部手術）をしやすくす
るために補助的に投与される。ステロイド系の非
脱分極性筋弛緩薬の一つであるrocuroniumは、約
20年前からヒト医療で使用されており、確実かつ
迅速な作用発現と副作用の少なさから、現在最も
ポピュラーな筋弛緩薬になりつつある。しかし、ウ
マ獣医療においてrocuroniumに関する研究は極
めて少ないため、臨床現場への普及を目的として
本研究を行った。
　本研究では、5頭のサラブレッドに対して2週間
以上の間隔を空けて2回麻酔を行った。キシラジ
ン0.75 mg/kgで鎮静後、ケタミン2.5 mg/kgで倒
馬し、セボフルラン（呼気中濃度3.0 %）で麻酔維持
した。加速度感知型筋弛緩モニター（TOF-Watch 
SX）を用いて左浅腓骨神経に電気刺激を与え、刺
激に対する筋収縮反応をリアルタイムに測定し
た。吸入麻酔開始後45分後で、0.2 mg/kgまたは
0.4 mg/kgのrocuroniumを静脈内にボーラス投与

し、rocuroniumの薬力（pharmacodynamics）およ
び薬物動態（pharmacokinetics）について調査し
た。筋弛緩作用の発現の早さは、0.2 mg/kgは0.4 
mg/kgに比べて有意に遅く、筋弛緩作用の持続時
間は、0.2 mg/kgは0.4 mg/kgに比べて有意に短
かった。また、血漿中rocuronium濃度は、2相性の
排泄パターンを示した。さらに薬力と薬物動態の
関係性を見ると、投与後初期の血漿中rocuronium
濃度が高い個体、分布相半減期（t 1/2α）が長い個
体は、筋弛緩作用の持続時間が長い傾向があるこ
とが示された。
　本発表のディスカッション時間は2日目の昼休
みに設定されており、拮抗薬の投与の有無や種類、
起立時のトラブルの有無、筋弛緩薬を使用するべ
き症例の選択など数点の質問があった。国内のウ
マ獣医療において、筋弛緩薬を使用する機会は多
くなく、それゆえにその薬物に対する知識不足や
経験不足を招くため、筋弛緩薬を積極的に使用す
る風潮はないのが実情である。しかし、眼部手術を
円滑に行うために眼球を固定化させたり、自発呼
吸の残存によるファイティングを消失させたりす
る利点があり、筋弛緩薬が必要となるシチュエー
ションは十分に想定される。本研究が、筋弛緩薬に
対する知識をさらに向上させ、筋弛緩薬を巧みに
使用できる獣医師を増やす一つのきっかけになれ
ば幸いである。

聴講演題について
H o w  t o  U s e  P h a r m a c o k i n e t i c s  a n d  
Pharmacodynamics in Clinical Practice
Kenichi Masui（National Defense Medical College, 
Japan）

　静脈麻酔には、吸入麻酔のMACのような術中の
麻酔薬濃度の指標が存在しない。したがって、麻酔
医は眼振や眼瞼反射の有無、呼吸様式や心拍数の
変化から麻酔薬の投与量を評価し調節する必要が
ある。しかしこれら諸反応から投与量を調節する
ためには、麻酔医個人の経験が求められることか
ら、吸入麻酔と同様に静脈麻酔にも投薬量の指標
が求められている。
　静脈麻酔において一般的に用いられる投与法の

１つであるConstant rate infusion(CRI)は、一定速
度で麻酔薬を持続的に投与する方法であるが、こ
の方法では薬物の代謝時間や蓄積が影響し、実際
に体内での薬物効果を決定する血中濃度を一定に
することは不可能である。そこで、人医療では目標
とする効果（薬物体内濃度）が安定して希望する値
となるよう、薬物投与速度を時々刻々と制御する
薬物投与法として、Target-Controlled Infusion
(TCI)が一般的に用いられている。これにより、吸
入麻酔のMACを調節するように、術中の目標濃度
さえ決定すれば、安定した麻酔管理が可能になる。
　しかし、一言でTCIといっても制御する対象が血
中濃度か効果部位濃度かで算出法が異なる。血中
濃度を指標とした調節はblood-steering TCIと呼
ばれる。これは実際の血中濃度をモニタリングす
るのではなく、薬物動態モデルとパラメータを用
いて、投与後の濃度を予測して調節を行う。だが、
多くの麻酔薬は予測血中濃度≠効果部位濃度であ
り、体内にbolus投与された薬物は短時間で血中濃
度のピークを迎えるが、効果部位濃度のピークは
それよりも遅くなる。したがって、薬物の効果を急
速に変更することはできないが、血中濃度が目標
とする値を上回るもしくは下回ることがないた
め、予期せぬ副作用をきたすことは少なくなる。
　一方、効果部位濃度を指標とした調節は
Effect-site-steering TCIと呼ばれ、血中濃度と効果
部位濃度の時間差を考慮し、従来の薬物動態モデ
ルに効果部位コンパートメントを加えた薬力学モ
デルが用いられる。効果の調節が効く分、血中濃度
の上下動も激しく、予期せぬ副作用が生じる危険
性は念頭に置かなければならない。
　両者とも一長一短といった具合ではあるが、い
ずれにせよ発展的な静脈麻酔法としてTCIは有効
な手段の１つであることを学んだ。そのためには、
動物種により各薬物の代謝時間や、作用時間が異
なることから各々についてのデータの集積やそれ
を基にしたコンパートモデルの作成が必須とな
る。人分野においてはTCIポンプなるものが既に使
用されており（主にプロポフォール）ポンプに患者
の性別・年齢・体重と投与量をセットすれば、自動
で調節できる装置が市販されている。しかし、あく
までも人用のデータであることと上限体重が設定

されていることから、馬への応用は難しいと考え
られた。また講師からは、①TIVA trainer ver.9、②
RagloopⅡ TCIの2つの薬物動態解析ソフトを紹介
された。基本的には人用であるが、シミュレーショ
ン用として使う分には有効かもしれない。馬にお
ける各薬物動態は解析されているものが多くある
ため、薬理学の知識と必要量を随時計算できるよ
うなアルゴリズムを構築できれば、マニュアル操
作ではあるが、TCIは可能であると考えられる。本
来はトリプルドリップなどの静脈麻酔時に使用で
きれば最良だが、多薬剤の同時操作は困難と思わ
れるため、吸入麻酔中に持続的に投与する可能性
のあるもの、例えばドブタミンやメデトミジン、プ
ロポフォールやアルファキサロン、疝痛時のリド
カインなど、投与量を目標濃度で維持できれば、よ
り安全で確実な麻酔が実施できるのではないかと
考える。

（青木基記）

　防衛医科大学校の増井健一准教授による基調講
演（Keynote lecture）。静脈麻酔薬やopioidsなど
は、薬物動態を把握した上で投与されるべきであ
るという内容であった。
　そもそもの疑問として、静脈内投与、筋肉内投
与、皮下投与などの投与経路の違い、あるいは
bolus投与、定量持続投与（Constant Rate Infusion：
以下CRI）などの投与形式の違いを考えた場合、薬
物動態をイメージあるいは理解して投与している
獣医師はどの程度いるだろうか。
　薬物にはそれぞれ無効域、有効域（治療濃度域）、
危険域（中毒域）があることは言うまでもない。ウ
マに最小限の副作用、最大限の薬効をもたらし、不
慮のトラブルにも冷静に対処するためには、日常
の診療においても薬物動態を理解し、本当の意味
で薬物をコントロール下に置くことが求められ
る。そのためには、Pharmacokinetics（薬物動態）と
pharmacodynamics（薬効）、ならびに双方の関係
性を理解することが欠かせない。
　この講演を聴講して感じたことは、一次診療、二
次診療問わず、普段から使い慣れていない薬物に
対して敬遠しがちになるのは、薬物の特性を知ら
ないからに他ならないということである。今後は、

日常的に使用している薬物も含めて、薬物の特性
を深く知ることが、安全かつ的確な薬効をウマに
もたらすものと考える。

（小平和道）

Errors in veterinary anesthesia
John W. Ludders (Cornell University, U.S.A.)

　KClとNaClのラベルが似ており生食フラッシュ
のつもりがKClを誤投与したケースを例として、薬
物投与ミスを主眼においた講演が行われた。人為
的ミス（エラーが起こってからエラーに気づく、患
畜の状態を逐一把握できていないなど）によるこ
とを前提として、薬物投与ミスを最小限にするた
めに下記の4点が効果的であると紹介された。①
保管場所の分離、②動静脈カテーテルを各々色分
けする、③薬物を混合した輸液には薬物ラベルを
貼り付ける、④準備完了後に、ダブル・トリプル
チェックを受ける。馬の麻酔においても、近年は
種々の麻酔薬を投与するバランス麻酔を導入して
いることから、薬物投与ミスが起こる危険性は潜
在的に高まっていると思われる。麻酔中事故は
ヒューマンエラーにより最も起こりうることであ
ることを念頭に、上記事項の再徹底を図っていき
たい。

（徳重裕貴）

Application of Alfaxan® in Species other than 
Dogs and cats

Kirby Pasloske (Julox Pty Ltd. Australia)

　アルファキサロンに関する研究の第一人者であ
るDr. Pasloskeによる講演は非常に興味深いもの
であった。添付文書に記載されているイヌ・ネコ以
外のさまざまな動物種への使用について、既出の
文献から紹介していた。各国の研究は、有袋類（コ
アラ、カンガルー）、爬虫類（ワニ、イグアナ）、両生
類（カエル）、魚類（コイ、金魚）といった種にまで範
囲が広がっているが、ウマに関する文献はまだ5
件にとどまっており、すべて同じ著者である。質疑
応答では活発なディスカッションが行われ、休憩
時間にまで質問者が並ぶほどであった。発売され

ている国が限られている（オーストラリア、日本の
ほか欧州など10か国）にも関わらず、参加者のア
ルファキサロンに対する関心は高く、その反応に
驚くとともに、新たな可能性を感じることができ
た。私自身、アルファキサロンのCRIについて演者
に直接意見を聞くことができたのは大きな収穫と
なった。

（和久野愛）

Fatal complications associated with anaesthesia 
in a private equine referral hospital
Sofia J .  Thelin (Evidensia Equine Hospital  
Helsingborg)

　麻酔に関連する合併症についてはJohnsonらに
よる報告（2002年）がたびたび引用される（死亡率
1.9％）。本演題は、2010年から2014年までに全身
麻酔下において外科手術を行ったうち、術中の安
楽死を除いた3,357頭を対象とした回顧的調査で
あった。また、その92％は自由起立である。麻酔関
連死の内訳は、覚醒期の骨折：32％、覚醒期のミオ
パシー：32％、心停止：23％、ミエロパシー：13％
であった。急性腹症を含む死亡率：0.66％、除いた
死亡率：0.23％であった。ウマの年齢、品種、置かれ
た状況により麻酔リスクは異なるが、本会におけ
る麻酔事故率は0.5-1.0%（各トレセンにおける全
身麻酔200頭/年のうち1-2頭）であり、本発表と差
がないと思われた。

（和久野愛）

Cardiorespiratory effects of  mi ld reverse 
Trendelenburg position in horses

Stijn Schauvilege（Ghent University）
　romifidineとmorphineで鎮静し、midazolamと
ketamineで導入した馬を、仰臥位で水平な手術台
に載せた群（H）と傾斜（7°）を付けた台に載せた群
（T）に分類し、isoflurane とromifidineのCRIにより
60分維持した。15分毎に各数値をモニタリングし
た結果、血圧維持のためのドブタミン投与量はH
群よりもT群のほうが有意に多かった。またT群で
は、動脈血酸素含有量（CaO2）とPCVは漸増し、肺胞
気-動脈血酸素分圧較差（P(A-a)O2）は漸減した。一

方H群ではT群と逆の動きが見られた。結論として
手術台に傾斜を付けることでガス交換においては
有益だが、ドブタミン要求量の増加については更
なる調査が必要である。

（青木基記）

MK-467（末梢性α2アドレナリン受容体拮抗薬）
に関する発表について
　　※【　】内は演題番号
　MK-467は末梢に作用するα2アドレナリン受
容体拮抗薬であるが、これに関する口頭発表は全
部で10演題あり、世界の獣医療現場における関心
の高さが伺えた。今回はすべて小動物分野におけ
る報告であったが、私自身初めて耳にした薬物で
あり興味を持ったので複数の発表内容を以下にま
とめる。
　本学会での発表では、メデトミジン（Med）ある
いはデクスメデトミジン（Dexmed）投与後の変化
に関する報告が多かった。
　健常なイヌに対してMed 20μg/kgあるいは
Med 20μg/kg＋MK-467 400μg/kgを筋肉内投
与した結果、＋MK-467の方がMedの吸収が促進
された。これはおそらく注射部位付近における
Med誘発性の血管収縮作用が抑制された結果と考
えられた。【O4-1】また、両者間で鎮静レベルに有
意差は認められなかったが、＋MK-467では時間
の経過とともにMedによる循環抑制作用（HRおよ
びCOの減少、SVRの増加など）を改善した（投与後
30～60分で有意差あり）。【O5-1】同様の効果がネ
コでも認められ、Dexmedによる循環抑制作用を減
弱した。【O4-4】さらに同様の作用がセボフルラン
（Sevo）麻酔下のイヌでも見られ、Sevo＋Dexmed
＋MK-467 CRIによりDexmedの循環抑制作用が用
量依存性に緩和した。【O6-1】一方、＋MK-467では
Dexmedの作用を緩和するため、SevoのMAC減少
効果も用量依存性に減弱した。【O4-3】
　MK-467は、α2作動薬の末梢における作用に拮
抗する薬物とされている。そのため、HR、CO、SVR
などの末梢における循環抑制作用を緩和したとい
う結果が得られた。一方、鎮静作用に関してはMed
単独投与時と比較しても同等の鎮静レベルであっ
たという報告が多かった。このことからも、α2作

動薬による鎮静作用の発現は、中枢神経系におけ
るα2受容体の刺激によるものであることがわか
る。しかし、MK-467の投与によりSevoのMACを増
加させたという報告から、MedのSevoMAC減少効
果は末梢に存在するα2受容体に作用した結果と
考えられる。清書によると、中枢のα2受容体の刺
激により鎮静・鎮痛・筋弛緩作用がもたらされると
のことである。私はMedのSevoMAC減少効果は鎮
静や鎮痛効果による影響と認識していたが、上記
【O4-3】の報告により矛盾が生じた。私の知識不足
だろうが、これらの発表により各薬物の作用機序
を見直すきっかけとなった。
　現在本会内では鎮静処置や全身麻酔下でMedを
使用している。全身麻酔下でのMedの併用は、Sevo
の吸入量減少に伴う循環抑制作用の軽減を目的と
している。MK-467がMed誘発性循環抑制を軽減
することは魅力的であるが、一方でSevoの必要量
がMed単独投与時よりも増加するという報告も
あった。一定の侵害刺激に耐え得る麻酔深度を維
持することを前提とすると、MK-467の投与によ
るSevo必要量の増加の結果として、Sevoによる循
環抑制作用が強まる可能性が多いに考えられる。
侵害刺激の大きさにもよって異なるのかもしれな
いが、仮にSevo増加による循環抑制作用よりも、
Medによる末梢循環抑制作用の緩和の方が大きい
のであれば、吸入麻酔下でのMK-467の使用はプ
ラスとなるかもしれない。これに関しての報告は
ないものの、今後のさらなる研究報告に注視して
いきたいと感じた。

（前　尚見）

Effects of Bupivacaine and Morphine on the 
Electroencephalogram and Postoperative Pain in 
Castrated Dogs

Robert Sawicki（Massey University）

　去勢犬を対象として、ブピバカインおよびモル
ヒネの単独投与あるいは混合投与による効果およ
び術後疼痛を脳波図（EEG）にて調査した研究報告
である。去勢犬を①ブピバカイン2mg/kg切開領域
への局所浸潤麻酔、②モルヒネ0.5mg/kg皮下注、
③ブピバカイン＋モルヒネ併用の3グループ

（各々n=7）に分け、術前に投薬し、アセプロマジン
0.5mg/kg皮下注の前処置後プロポフォールで導
入、ハロセン－酸素にて維持し、両睾丸摘出術を実
施した。EEGは3電極モンタージュで記録し、術後
疼痛はCMPS-SFスコアにて評価した。術中のEEG
に関して、①ブピバカイン群と②モルヒネ群は③
併用群と比べて有意に変動があり、③併用群では
ベースラインと両睾丸摘出時で有意差はなかっ
た。また、術後疼痛に関しては、①ブピバカイン群
と③併用群の疼痛スコアは②モルヒネ群と比較し
て有意に低く、①ブピバカイン群と③併用群の間
では有意差はなかった。このことから、ブピバカイ
ン局所麻酔とモルヒネの併用は、各薬物の単独投
与に比較してより無痛化に優れていると言える。
　本会内で去勢を実施する際の基本的な麻酔プロ
トコールは、鎮静剤投与後にケタミンにて倒馬、
5%GGE1000mL＋ケタミン2000mg＋キシラジン
500mgの混合麻酔薬によるトリプルドリップ法
にて維持し、切皮前にメピバカインを精索付近へ
局所麻酔する。ケタミンにも鎮痛効果はあるが、最
も鎮痛効果を期待しているのはメピバカインの局
所投与である。しかし、浸潤に時間を要するせい
か、術中に疼痛を示すことも多い。その際は混合麻
酔薬の投与速度を上げて対応しており、結局麻酔
深度を深くしている状況である。総投与量が多く
なると起立の質が低下する傾向はあるが、去勢後
に見られる起立の質の悪さや起立時間の短縮など
はそれだけではなく疼痛に由来するものも大いに
あると個人的には思っている。総じて去勢術の疼
痛管理は不十分であると感じており、本発表の結
果も精巣への局所麻酔単独では十分ではないこと
を示している。本発表ではモルヒネとの併用で
あったが、私はブトルファノールを併用しており、
やはり疼痛をコントロールしやすいように感じ
る。近年は鎮痛・鎮静薬や麻酔薬など複数の薬物を
併用するバランス麻酔や、作用機序の異なる複数
の鎮痛薬を併用して疼痛管理するマルチモーダル
鎮痛の概念が浸透している。本会内でも吸入麻酔
時のバランス麻酔に関する検討を重ねているが、
それと同時にマルチモーダル鎮痛に関してもさら
に幅を広げる必要があると感じる。去勢時の疼痛
管理への意識からもわかるように、「麻酔を深くす

れば良い」という考えがまだ残っているように感
じるため、現在ルーチンで使用していない薬物も
含めてより安全な麻酔を追求していくことが今後
の課題であると再認識した。

（前　尚見）

WCVA Pre-Congress Workshop開催報告

　本ワークショップはWCVAの開会前日となる8
月31日（月）午後に栗東トレーニング・センター
（栗東TC）において開催された。参加者は17名であ
り、国別の内訳は日本、韓国、台湾、オーストラリ
ア、アメリカ、フランス、フィンランド、スイスで
あった。ワークショップの内容は、競走馬診療所の
紹介、立位整形外科手術を想定した鎮静・局所麻酔
法の実演、栗東TCに2013年12月導入された馬用
立位MRI装置の撮影と鎮静法の見学、栗東TCにお
ける立位麻酔法の説明、さらに調教馬場や競走馬
用プールの見学であった。ワークショップは滞り
なく進行し、参加者からは「有意義な内容であっ
た」という声や、「競走馬診療所の施設の充実さに
驚いた」という感想を頂戴し、海外からの参加者に
も本会の診療技術について認知していただく貴重
な機会となった。一方で、ワークショップ当日朝の
プログラムが長引いたことで参加を見合わせた者
がいたこと、さらにWCVA期間中に会話した参加
者からは本ワークショップの存在を知っていれば
参加していた、といったコメントも聞かれたこと

から、潜在的にはもう少し多くの参加希望者がい
たと考えられる。

（溝部文彬）

ワークショップの内容
13:30　競走馬診療所見学
13:45　立位整形手術における鎮静・局所麻酔法
　　　　の実演
14:15　MRI室と手術室の見学
15:05　栗東TCにおける立位麻酔法の説明
15:35　調教馬場と競走馬用プールの見学
16:30　終了

Dr. Eugene Steffey（カリフォルニア大学デービス校 
名誉教授）、Dr. Khursheed Mama（コロラド州立大学 
教授）とJRAからの参加者一同（懇親会会場にて）

写真）ワークショップの案内

写真）左は競走馬診療所受付での説明、右は電気針治
療実演の様子

写真）左は局所麻酔法の実演、右は手術室見学の様子
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

参照：http://www2.ca.uky.edu/entomology/entfacts/ef102.asp
図1　アメリカ合衆国におけるツチハンミョウの分布
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「この世界に確かなことなど何もない。死と税金
を除いては。」ベンジャミン・フランクリンの名言
に、私はもう一つ確かなことを加えたい。それは変
化である。最近、私が獣医学部の卒業30年目の同
窓会に出席したときに、それは一目瞭然であった。
　私が獣医学部に在籍していた頃は、認定放射線
技師は、新しく導入された、その当時は最新の画像
診断技術であった超音波診断装置の使用法を学ん
でいた。ウマの疼痛管理の主体は、フルニキシンメ
グルミン、フェニルブタゾンや麻薬が用いられて
いた。ポリメラーゼ連鎖反応（訳注：PCR法と言う
略称が通常用いられる）と呼ばれる迅速で特異的
な検査法は、（まだ）誰の口にも上っていなかった。
　人々は、手紙や電話あるいは診療車の無線によ
り連絡を取り合っていた。友人や同僚と食事を
取っているときに、携帯電話のメールや呼出し音、
Eメール受信時の点滅やソーシャルメディアへの
投稿のために邪魔される人はいなかった。コン
ピュータのオペレーティングシステムはMS-DOS
であり、基本的なパソコンは2,300ドル（今日の
4,200ドル相当）もした。
　獣医師、クライアントや同僚との関係において、
コミュニケーションは常に重要だった。しかしな
がら、2015年のアメリカ獣医師会大会において、
ネット上のいじめや職場でのいじめに関する非常
に多くの講義を見てはっとさせられた。いじめは、
もはや遊び場に限定されるものではなく、職場や
ネット上においても深刻な問題である。現在、人々
はソーシャルメディアやインターネットを介し
て、何時でも誰の如何なることについてもコメン
トすることができる。これは、ユーザーが本、映画、
新しいコンピュータあるいは携帯電話のアプリ
ケーションを評価する時には役に立つが、その一
方で、根拠のない悪質なコメントに建設的なもの

はほとんどなく、刑事あるいは民事責任を問われ
る結果になることもある。率直な苦情は、オンライ
ンに匿名で投稿するより、地域の商事改善協会に
相談の予約を取るべきである。
　しかし、今までとずっと変わらず、この先も変わ
らないであろうこともある。疾病診断の第一段階
として、動物の完全な病歴や診察に代わるものは
これからもないであろう。全ての最先端の診断検
査法、画像診断法やモニタリング技術は、患畜の行
動や臨床徴候と照らし合わせて解釈されなければ
ならない。私が教わった麻酔科の教授は、「診断機
器だけでなく患畜を見なさい。患畜は決して嘘を
つくことはない。」と、獣医学部の学生であった私
達に叩き込んだ。
　診断医がウマの疾病を診断する方法は常に増え
続けているが、依然として多くの課題が残ってい
る。ウマがある病原体に対して高い抗体価を有し
ているからといって、その病原体が病気の原因で
あるとは必ずしも言えない。単に、ウマがその病原
体に過去に暴露されたことがある、あるいはワク
チン接種歴があるということに過ぎないかもしれ
ない。抗体価はどの程度高いのか、どのような検査
法で調べたのか？検査法の感度と特異性は？全て
は、検査結果を正しく解釈するとともに、患畜の病
歴や診察から総合的に診断することによる。
　30年後、新しい世代にとって現在の技術は、
我々が今、昔の技術に対し思っているのと同様に、
時代遅れで古くさいものと見なされるであろう。
死、税金そして変化は、ずっと我々とともにある。
ジョン・ラボックによるもう一つ別の格言もまた
時代を越えて現代に通じる。「馬に乗ること以上に
人を成長させるものはなし。」

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer

(859) 257-4757
rmdwyer@uky.edu
Maxwell H.Gluck Equine Research Center
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

国際情報
2015年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　水胞性口炎（ニュージャージー血清型）が米国で
報告され、アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、
ニューメキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、
ユタ州およびワイオミング州の８州で192件の発
生が確認された。さらに335施設で、臨床的に確認
されている。
　インフルエンザが、フランス、イギリスおよび米
国で報告された。フランスでは、1件で2例が確認
された。イギリスでは、3件が確認され、2施設でそ
れぞれ1例、および別の1施設で数例発生した。い
ずれもワクチン未接種のウマあるいはポニーで発
生した。米国では、インフルエンザは風土病として
報告されており、５州で感染が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型（EHV-1、-4）
に関連する疾患が、アルゼンチン、フランス、ドイ
ツ、アイルランド、イギリスおよび米国で発生し
た。EHV-1に関連する呼吸器疾患がドイツ（散発）、
アイルランド（１例）、イギリス（腺疫との混合感染
が１例）および米国（いつかの州）で確認された。
EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン、フラン
ス、イギリスおよび米国で発生した。フランスで確
認された２件は、サラブレッド種およびフレンチ
トロッター種であった。また、アルゼンチン、イギ
リスおよび英国では、それぞれ１例が確認された。
フランスでは、EHV-1による脊髄脳症が１例確認
された。EHV-4による呼吸器疾患がフランス（11
件）およびドイツ（3例）で発生した。
　腺疫がフランス（13件）、ドイツ（5施設）、アイル
ランド（4地域で21例）、スイス（3件）、および英国
（1件）において発生した。米国において、腺疫は風

土病として報告されており、11州の18施設で本症
が確認された。
　スイスでは、EHV-5とTheileria equiの混合感染
が１例報告された。米国では、EHV-2あるいは
EHV-5の感染が複数例確認された。
　ドイツでは、馬動脈炎ウイルス感染が温血種の
種牡馬1例に確認された。
　カナダでは、西部に位置する4州において馬伝
染性貧血が41例確認され、そのほとんどがサスカ
チュワン州とアルバータ州で確認された。
　馬ピロプラズマ病は、フランスにおいて風土病
として報告されている。
　馬伝染性子宮炎がドイツおよび韓国で確認され
た。ドイツでは、4施設において非サラブレッド種
19例に確認され、その内1施設はアイスランド種
の牧場で、種牡馬2例と牝馬14例に発生した。韓国
では、36施設においてサラブレッド種71例に陽性
が確認された。
　米国では、馬媾疹（EHV-3感染）が1例診断され
た。さらに米国では、ノカルジア性胎盤炎が2例報
告され、いずれもAmycolatopsis spp.が関与してい
た。
　サルモネラ症がドイツ（1例）、アイルランド（1
例）および米国（Salmonella B群およびC1群感染に
より数件）で発生した。米国では、子馬2例に
Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症を確認
した。ロタウイルス感染症の発生が、フランス（2
件）およびドイツ（1例）で報告された。米国では、C. 
perfringens 毒素型A型菌が関与するクロストリジ
ウム性腸炎が2例確認された。
　東部馬脳炎（EEE）が米国の8州で36例診断され、
フロリダ州およびテキサス州において最も多く発
生した。EEE症例のほとんどは、ワクチン未接種で
あった。
　ウエストナイルウイルス感染症がフランスおよ
び米国で報告された。フランスでは30例確認さ
れ、１例を除く全てが２地域において発生した。米
国では、58例が報告され、その多くはテキサス州、
ワシントン州およびコロラド州で発生し、それら
のほとんどがワクチン未接種馬だった。スイスで
は、ダニ媒介性脳炎が２例確認された。
　ゲタウイルス感染症が日本の１施設においてサ

ラブレッド種25例に報告された。感染馬のほとん
どが2歳馬であり、そのうち10例は未接種であっ
た（訳注：正確には基礎ワクチン接種の2回目が完
了していなかった）。
　ロドコッカス感染症は米国において風土病とし
て報告されており、複数の州において多数発症し
た。
　2015年第3四半期中において、以下の疾患がそ
れぞれ１例報告された。エールリキア症およびボ
レリア症（スイス）、炭疽、ネオリケッチア症および
ピシウム感染症（米国）。

馬の鼻疽：ドイツにおける診断方法
　最も古くから知られている人獣共通感染症のひ
とつである鼻疽は、細菌であるBurkholderia mallei
の感染によって引き起こされる。B．malleiは、感染
後３～５日かあるいはそれ以上の潜伏期間を経
て、ウマは臨床症状を示す。本疾病は、南米、中東、
アジア、アフリカのいくつかの国では広く分布し
ている。過去5年間に、アフガニスタン、バーレー
ン、ドイツ、クウェート、レバノン、ブラジル、モン
ゴル、ミヤンマー、エリトリア、インド、イラン、パ
キスタンならびにロシアで、症例が報告されてい
る。国際獣疫事務所（OIE）加盟国は、OIEへ通知す
ることが義務付けられている。感染が認められた
国については、少なくとも6ヶ月間ウマや馬由来
製品の国際貿易が厳しく制限される。
　ドイツでは、本疾患の清浄化から60年目となる
2014年に、1頭の鼻疽陽性馬が摘発された。鼻疽は
1960年代以来、西ヨーロッパにおいて根絶された
と考えられてきた。本例は、感染あるいは疾病を確
定するための適切な診断方法に関する国際的な議
論のきっかけとなった。
　鼻疽の症例定義は、OIEからは入手できない。そ
のため各国は独自の規制を実施している。血清学
的検査法および臨床疑い例の確定診断のために、
ドイツは、OIEが定める補体結合試験（CFT）と併せ
てイムノブロット法を実施している。OIEにより、
CFTは国際貿易時の検査法として規定されてい
る。残念ながら、CFTの結果は、抗原作製に用いら
れる菌株（ドイツでは認定されたCFT抗原(ccpro, 

Oberdorla, Germany)を使用）、補体と溶血系（反応
のばらつきを最小限にするために標準化された成
分を推奨）、反応時間や温度などの術式、といった
多くの要因に影響を受ける。
　CFTでの擬陽性を除外するために、鼻疽に高い
特異性を有するイムノブロット（IB）法が用いられ
ている。IB法は、感染動物に対してのみ陽性を示す
ことが、検証データにより確認されている。しかし
ながら、地理的に異なる地域でも、同様に検証され
なければならない。OIEの推奨によるIB法の検証
は、ドイツにおける鼻疽のOIE認定研究所で進行中
のプロジェクトであり、まだ完了していない。
2014年にドイツで発生した鼻疽症例は、上記の検
査法の組み合わせによって確定診断された。
　我々の経験上、臨床的に正常だが感染している
ウマ（すなわちIB法陽性）は、典型的な臨床症状を
示さない。したがってこのようなウマからB．
malleiを検出することは非常に難しい。剖検では
病変はしばしば非常にわかりにくく、病変の徹底
した検査が、特に鼻腔内、皮膚、内臓で必要である。
全ての病変部と異常な組織を採取して、更に詳細
に検査すべきである。ウマがB．malleiに感染して
いるかどうか調べるためには、複数の検査方法が
組み合わせて用いられる。これらには、分離培養、
ポリメラーゼ連鎖反応検査法（B．malleiのDNA検
出）、組織学的検査（他の疾病の除外）、組織切片中
のB．malle i抗原可視化のための免疫組織化学
（IHC）、モルモットを用いた感染実験が挙げられ
る。それでも最終的には多くの症例で、鼻疽病変部
位の菌数が少なく、B．mallei検出に失敗する。これ
ら労力と時間のかかる手順には、最終的な結果が
得られるまでに最大７週間を要する。
　ドイツでは、血清学的にCFTで鼻疽陽性だった
場合、速やかに少なくともIB法により2回確認しな
ければならない。CFT陽性でIB法陰性のウマは、2
～3週間間隔で3回再検査されなければならない。
その結果、陰性だったウマは非感染と見なされる。
発生が疑われるか、あるいは発生が認められた馬
群は、2～3週間隔で少なくとも3回再検査しなけ
ればならず、CFT結果が陰性となった後に、集団に
対する移動制限が解除される。たとえ臨床症状が
認められない場合やB．malleiが検出されない場合

であっても、CFT陽性で、IB法でも陽性が確認され
た場合には、B．mallei感染の証拠として考えられ
る。さらに、分離培養、遺伝子による同定やIHCに
よる特徴的病変における病原体の同定は、B．
mallei感染の明確な証明となる。

連絡先：
Drs. Mandy C.Elschner, Elisabeth Liebler-Tenorio, 
and Heinrich Neubauer 
Phone: 0049 3641 804428 
mandy.elschner@fli.bund.de
Friedrich-Loeffler-Institut 
Federal Research Institute for Animal Health 
Jena, Germany

ツチハンミョウとアルファルファ：命を脅かしか
ねない混入
　ツチハンミョウは、ツチハンミョウ科
（Meloidae）の食草性の昆虫で、カンタリジンとい
う防御のための毒性物質を産生する。ツチハン
ミョウの生死に関わらず、その体液に接触すると、
敏感な哺乳類（特にウマ）の皮膚や粘膜に水疱を生
じさせる。カンタリジンは安定な物質で、ツチハン
ミョウの死後も長期間、体内で毒性を有するため
に、ウマは保存された干し草内でつぶされている
ツチハンミョウを摂取することで中毒になる可能
性がある。重症度は、摂取したカンタリジン量と動
物の体の大きさとその健康状態による。家畜にお
ける致死量は、体重１kgあたりカンタリジン0.45
～1.0 mgと推定されている。 
　中毒による臨床症状は、通常数時間のうちに発
現し、消化管および尿道の刺激と炎症、疝痛、排尿
時のいきみや頻尿などがみられる。この炎症から
二次感染や出血に至る場合がある。さらに、ウマの
血中カルシウム濃度が大幅に減少し、心臓障害の
可能性がある。摂取後は72時間以内に死亡する可
能性があり、ツチハンミョウ中毒が疑われる場合
はただちに、獣医師に連絡しなくてはならない。 
　ツチハンミョウのうちマメハンミョウ属
（Epicauta）に属する、特に縞模様を有する仲間で
あるE. occidentalis、E. temexiaおよびE. vittataは、

ウマ科動物の中毒に最もよく関与している。ツチ
ハンミョウは、開花したアルファルファまたは他
の開花した植物に誘引され、収穫時に牧草内に閉
じ込められ、潰される可能性がある。アメリカ合衆
国中央部および東部（図1参照）でツチハンミョウ
が確認されている。虫体内に含まれるカンタリジ
ン含有量は多く（およそ4mg/虫体）、加えて、縞模
様を有するツチハンミョウは、牧草地辺縁部に
沿って大きな集団を形成する傾向がある。このこ
とにより梱包された干し草内でツチハンミョウの
密度が上昇する可能性がある。他の種類のツチハ
ンミョウによる中毒が、アメリカ合衆国の他の地
域で確認されている。

干草内へのツチハンミョウの混入を減らすた
めにできること
干草生産者に対する助言：
●ツチハンミョウを見分けられるようにな
り、その習性を理解すること。効果的な予防
プログラムが潜在的な問題を減らす。梱包
された干草にツチハンミョウあるいはカン
タリジンが混入していないことを、確実に
保証できるような効率的な方法はない。
●ツチハンミョウは、アルファルファの初収
穫時期には通常あまり活動的ではない。そ
のため、高品質のウマの干し草を作るため
には、蕾期の後期あるいは最初の開花時に
収穫するべきである。

●ツチハンミョウは花に誘引される。収穫間
隔を調整し、牧草地のアルファルファや雑
草の開花期間を極力短縮すべきである。広
葉型の雑草の管理を徹底すること。
●7月から9月初旬までの間、収穫する前に牧
草地にツチハンミョウがいるかを調べるこ
と。ツチハンミョウは開花した植物を好み、
牧草地の辺縁部に集団で生息する傾向があ
る。ツチハンミョウが見つかった箇所は収
穫しないこと。
●収穫時に牧草を曲げないようにすること。
トラクターのタイヤで虫を潰してしまわな
いように、刈り跡をまたぐこと。
ウマのオーナーに対する助言：
●ツチハンミョウが混入した干草をウマに給
餌するリスクを減らすには、ツチハンミョ
ウに関する基本的な知識を持ち、以下の事
項に留意すること。
●可能であれば、自らアルファルファを育て、
適切な予防管理に努めること。
●干草の生産者あるいは仲介業者としっかり
した関係を築き、生産方法や干草の品質を
知るようにすること。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
 (859) 257-7455 
Lee.townsend@uky.edu
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky

手指の保護
　ヒトの皮膚は、微生物、毒素および物理的傷害に
対する第一のバリアである。ウマの獣医療におい
て、手袋はヒトを有害な微生物、毒素、黄体ホルモ
ン類似体やその他のホルモン製剤、局所非ステロ
イド性抗炎症薬（NSAID）、経口鎮静剤あるいはク
ロラムフェニコールなどの抗菌剤への暴露から保
護してくれる。 
　1994年に労働安全衛生庁（OSHA）は、呼吸器保

護に焦点をあて、作業環境での安全確保を規定す
る個人用保護具に関する基準（連邦規則集29巻）
を発表した。手指の保護と適切な作業衣の着用は
最低限守るべき基準である。 
　使い捨て手袋は、防護レベルによりその素材が
異なる。最も一般的な直腸検査用手袋は、皮膚と糞
便との接触を防ぐが、漂白剤のような物質に対す
る防護作用はない。ラテックス製の手袋は、体液を
取り扱う際には手指を清潔に保つものの、化学薬
品に耐性はほとんどない。 
　手袋の防護性能には、いくつかの評価基準があ
る。貫通とは、手袋の穿孔や裂けを示す。浸透性と
は、手袋の素材を損傷せず、完全なままの手袋を通
過する物質の能力を示す。浸透性は、破過時間
（BTT）で測定される。変質とは、化学薬品への暴露
による手袋素材の物理的性質の変化を示す。 
　各手袋メーカーは、具体的な化合物や溶媒に対
する各製品の耐性を記載している手袋選択チャー
トを作成している。化学薬品（医薬品を含む）メー
カーは、さまざまな重要な情報とともに個人用保
護具（推奨される手袋の種類を含む）を記載した安
全データシート（従来は、化学物質安全性データ
シートと呼ばれていた）を有している。しかしなが
ら、化学薬品の中には、手指保護の手袋について
「不浸透性であること」としか記載されていないも
のもあり、このような場合、手袋の種類に関する基
本的な知識が重要である。 
　手袋を通過し漏れたと気付くより前に、すでに
皮膚への暴露は起こっている。浸透性と変質の評
価基準は、手袋メーカーによってかなり異なる。よ
り重要なことは、記載されている保護能力が、作業
現場における実際的な保護能力をしばしば反映し
ていないことである。BTTは、生産バッチ、周囲の
温度や湿度ならびに手指の動作によっても大きく
異なる。手指の動作だけでも、BTTはかなり変化す
ることが報告されている。 
　使い捨て手袋の選択肢は、一般的にラテックス
製、ニトリル製あるいはビニル製に限られる。それ
ぞれの手袋に、それぞれの特質がある。ラテックス
製は滑らかな装着感があり、手先を使う動作に適
しており、体液や病原体から保護する。しかしなが
ら、その一方で、ラテックスはアレルギー反応を引

き起こす可能性があり、化学薬品や消毒薬との接
触によって容易に変質してしまい、また穿刺して
もはっきりと分かりにくいことがある。 
　ニトリルは合成ポリマーのため、アレルギー刺
激がより少なく、穿刺に抵抗性があるが、裂け易
い。装着感が良く、手の疲労と引っ掛かりは少な
い。ニトリルは、化学薬品および微生物いずれに対
しても耐性がある。ビニル製手袋は食品産業にお
いて一般的に用いられているものの、多くの化学
薬品に対して最低限の保護しかできない。手袋は
動作への影響はないが、装着感は良くない。 
　多種類の消毒薬を用いる場合は、これらの化学
薬品が腐食性であり、皮膚を刺激することがある
ため、ゴムまたはネオプレン製手袋が推奨される。 
さまざまな化学薬品すべてに対して耐性を示す手
袋素材はない。使い捨て手袋は、使用後は廃棄さ
れ、再利用されないことを前提としている。いかな
る化学薬品、医薬品、殺虫剤あるいは消毒薬を用い
る場合も、推奨される手袋などの個人用保護具に
関する情報を得るために、同梱された注意書きを
読むべきである。

連絡先：
Dr. Rachel Westerlund 
(410) 771-4800 
rachelwesterlund@gmail.com
Maryland Equine Center, Inc.
Upperco, Maryland

ウマのリンパ肉腫
　リンパ球は、ウマの免疫系における重要な構成
要素である。体内に存在するその他すべての細胞
のように、リンパ球もまた潜在的に腫瘍（癌）化能
を持ち、代謝と増殖の制御ができなくなる。リンパ
肉腫は、腫瘍化したリンパ球の増殖である。 
　ウマのリンパ肉腫は比較的よく認められるが、
その正確な発生率は知られていない。大多数の症
例は4～15歳のウマに発生しているが、あらゆる
年齢で報告されてきた。疫学調査では、性あるいは
品種による発生率の差はないと考えられる。その
他多くのウマの悪性腫瘍と同様にリンパ肉腫の原

因もほとんど特定されてはいないが、特定のバク
テリアあるいはウイルスが発生に関与しているこ
とが示唆されている。 
　リンパ肉腫の分類では、しばしば解剖学的に4
つの区分が用いられてきた。その区分は次の通り
である：多中心型（全身あるいは複数の臓器に発
生）、胸腺型（縦隔、胸腔内に発生）、消化管型（消化
管に発生）および皮膚型（皮膚またはリンパ節外に
発生）。 
　臨床症状は、急性あるいは数カ月かけて発現す
ることがある。臨床症状は、腫瘍性リンパ球の浸潤
に直接関係する臓器機能不全、腫瘍性の腫瘤によ
る物理的障害あるいは腫瘍由来の産生物（腫瘍随
伴症候群）によって生じる。うつ、体重減少、皮下浮
腫、発熱、貧血およびリンパ節腫脹は最も一般的に
観察される臨床症状であるが、症状は冒された臓
器によって異なる。多中心型、胸腺型および皮膚型
は、気道や食道を圧迫することがあり、その結果、
呼吸あるいは嚥下に異常が認められることがあ
る。消化管型では、疝痛、下痢および体重減少が認
められることがある。皮膚の小結節は、皮内あるい
は皮下で認められることがあり、これらの腫瘤は、
ホルモンによって影響され、大きさが変化するこ
とがある。ウマの腫瘍随伴症候群は様々であり、高
カルシウム血症、偽副甲状腺機能亢進症、掻痒と脱
毛症および免疫介在性溶血性貧血や血小板減少症
などが認められる。 
　獣医師は、皮膚の小結節の視認、腹部腫瘤の直腸
診あるいはX線、超音波、外科手術で腫瘤を探査す
ることによって癌を診断する。腫瘍性変化と非腫
瘍性病変の臨床鑑別は困難である。リンパ肉腫の
確定診断は、体液、ニードルバイオプシーによる吸
引、外科的生検あるいは剖検試料内の腫瘍性リン
パ球を鏡検することでなされる。 
　リンパ肉腫と診断される大多数のウマは、臨床
症状を発現して数ヶ月以内に死亡するか、安楽死
がなされる。皮膚型のウマは、他の型に比べて生存
期間が長い傾向がある。治療はほとんど実施され
ないが、外科的切除あるいはホルモン療法、化学療
法、免疫賦活剤や副腎皮質ステロイドにより一時
的な改善が認められる場合がある。 
　ケンタッキー大学の獣医診断研究所は、2009年

9月から2015年9月までの間、ウマのリンパ肉腫
を57例診断した。診断の内訳は、外科的生検が30
例、剖検による検査が23例および細胞学的検査が
4例だった。品種の記載のある51例は7品種が含ま
れていた。罹患馬の年齢は、妊娠300日齢の胎子か
ら27歳の去勢馬まで多岐にわたり、最も多かった
のは3歳で、6例だった。症例は、多中心型が21例、
皮膚型が15例、リンパ型（リンパ節、脾臓または胸
腺）が13例、消化管型リンパ肉腫が5例だった。さ
らに、1例は胸腔内滲出液、2例は腹腔内滲出液に

よって診断された。

連絡先：
Dr. Alan Loynachan 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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文 献 紹 介

背景
　頭と頚の位置関係（Head-neck positions ;HNP）
はウマの福祉を議論する際によく用いられる単語
である。例えば、いきすぎた屈頭は咽頭の径が小さ
くなり、軸椎周囲の項靭帯にかかる力が高くなる
という報告や、後肢の球節への負担が高くなると
いった報告もある。通常時のHNPと頭部を支えて
いる筋肉の活動量を測定した報告はあるが、異な
るHNPでの筋活動量を測定している報告はない。
本研究では異なるHNPと筋活動について観察し、
筋活動という面からみたHNPについてのウマの福
祉とHNPの角度とトレーニング効果を考察する。
測定する筋肉は、板状筋、上腕頭筋、僧帽筋の３つ
の表面筋である。

方法
　供試馬はウォームブレッド去勢オス5頭。全て
のウマにおいて跛行や背部痛は認めなかった。板
状筋、上腕頭筋、僧帽筋に双極誘導の表面筋電図を
装着した。HNPを設定する際は２つの角度（鼻と耳
を結ぶ直線と耳と肩端を結ぶ直線がなす角＝P、耳
と肩端を結ぶ直線と肩端とキ甲を結ぶ直線がなす
角＝N）を用いた。異なるHNPの設定はfr e e  
position、gathered position、hyperflexed position
の３つを設定した（後者の方がより屈頭する、つま

りPが小さく、Nが大きくなっていく）。騎乗者がい
るとき、いないときで、常歩、速歩、駈歩を調馬索で
実施し、筋活動量を測定した。どの試行においても
右回り、左回りのどちらも行った。

結果
　騎乗者の有無、右回り左回りでは筋活動量に変
化はなかった。上腕頭筋は全ての歩法で
hyperflexed時にその他よりも筋活動量が増加し
た。板状筋と僧帽筋はhype rflexed時よりも
gathered positionとfree positionの方が筋活動量
は増加した。これら２つの筋肉については、常歩、
速歩については有意な差を認めたが、駈歩につい
ては有意な差を認めなかった。

考察
　板状筋、僧帽筋についてはhyperflexed時に筋活
動量が減少した。これらの筋肉については、屈頭を
あまりさせずにgathered positionやfree position
の方が鍛えることができるであろう。逆に、上腕頭
筋についてはhyperflexed時にその他の姿勢より
も筋活動量が増加した。上腕頭筋は前肢を前方に
出す時に活動する筋肉であり、hyperflexed時には
この動きが活発になるため、筋活動量が増えると
考えられる。したがって、この姿勢は上腕頭筋を鍛

え、肢を前方に出すトレーニングとして有効と考
えられる。しかし、hyperflexedの姿勢は板状筋や
僧房筋にとっては負担が減るが、上腕頭筋には負

担が増えるため、頭頚部の角度を変えるときはウ
マの筋肉痛の程度や疲労度を考慮するべきであ
る。

ウマにおける異なる頭頚角度での頚部の筋活動

The effect of three different head-neck positions on the
average EMG activity of three important neck muscles in horses

K. Kienapfel
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2015, 99, 132-138.

競走馬総合研究所　運動科学研究室　髙橋佑治
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背景
　頭と頚の位置関係（Head-neck positions ;HNP）
はウマの福祉を議論する際によく用いられる単語
である。例えば、いきすぎた屈頭は咽頭の径が小さ
くなり、軸椎周囲の項靭帯にかかる力が高くなる
という報告や、後肢の球節への負担が高くなると
いった報告もある。通常時のHNPと頭部を支えて
いる筋肉の活動量を測定した報告はあるが、異な
るHNPでの筋活動量を測定している報告はない。
本研究では異なるHNPと筋活動について観察し、
筋活動という面からみたHNPについてのウマの福
祉とHNPの角度とトレーニング効果を考察する。
測定する筋肉は、板状筋、上腕頭筋、僧帽筋の３つ
の表面筋である。

方法
　供試馬はウォームブレッド去勢オス5頭。全て
のウマにおいて跛行や背部痛は認めなかった。板
状筋、上腕頭筋、僧帽筋に双極誘導の表面筋電図を
装着した。HNPを設定する際は２つの角度（鼻と耳
を結ぶ直線と耳と肩端を結ぶ直線がなす角＝P、耳
と肩端を結ぶ直線と肩端とキ甲を結ぶ直線がなす
角＝N）を用いた。異なるHNPの設定はfr e e  
position、gathered position、hyperflexed position
の３つを設定した（後者の方がより屈頭する、つま

りPが小さく、Nが大きくなっていく）。騎乗者がい
るとき、いないときで、常歩、速歩、駈歩を調馬索で
実施し、筋活動量を測定した。どの試行においても
右回り、左回りのどちらも行った。

結果
　騎乗者の有無、右回り左回りでは筋活動量に変
化はなかった。上腕頭筋は全ての歩法で
hyperflexed時にその他よりも筋活動量が増加し
た。板状筋と僧帽筋はhype rflexed時よりも
gathered positionとfree positionの方が筋活動量
は増加した。これら２つの筋肉については、常歩、
速歩については有意な差を認めたが、駈歩につい
ては有意な差を認めなかった。

考察
　板状筋、僧帽筋についてはhyperflexed時に筋活
動量が減少した。これらの筋肉については、屈頭を
あまりさせずにgathered positionやfree position
の方が鍛えることができるであろう。逆に、上腕頭
筋についてはhyperflexed時にその他の姿勢より
も筋活動量が増加した。上腕頭筋は前肢を前方に
出す時に活動する筋肉であり、hyperflexed時には
この動きが活発になるため、筋活動量が増えると
考えられる。したがって、この姿勢は上腕頭筋を鍛

え、肢を前方に出すトレーニングとして有効と考
えられる。しかし、hyperflexedの姿勢は板状筋や
僧房筋にとっては負担が減るが、上腕頭筋には負

担が増えるため、頭頚部の角度を変えるときはウ
マの筋肉痛の程度や疲労度を考慮するべきであ
る。
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学会見聞記

第36回日本炎症・再生医学会

　iPS細胞による再生医療の臨床応用も現実的な
ものとなってきている今日、その一方で、エイジン
グ（加齢変化）や疾病の発症機序において「炎症」は
ひとつの重要なテーマとなってきた。幹細胞は、長
期に渡り自己分裂能を持ち様々な臓器に分化でき
る長寿の細胞群と考えられているが、その幹細胞
も少しずつ老化していく。そのメカニズムとして
「炎症」と「酸化ストレス」が重要なファクターと考
えられている。日本炎症・再生医学会は「炎症学」と
「再生医学」という大きな２つの分野が合体したと
てもユニークな学会であり、幅広い様々なトピッ
クスについて講演されることから、初めて参加し
た。
　組織再生に関連する演題の中でも、幹細胞その
ものの分化による組織再生ではなく、幹細胞が発
信するシグナルによる組織再生に関する報告が興
味深かった。
　以下にその概要を紹介する。

○ヒト歯髄幹細胞無血清培養上清を用いた関節炎
モデルマウスにおける治療効果の検討

石川　純（名古屋大学）
　関節リウマチは多発性関節炎を主徴とする原因
不明の炎症性自己免疫疾患である。近年、生物学的
製剤の登場により本症の治療法は劇的に改善した
が、２～３割の患者では治療の奏功が認められず
新たな治療薬の開発が望まれている。演者らはヒ
ト歯髄幹細胞無血清培養上清（SHED-CM）に着目
し、これまでにSHED-CMに含まれるケモカイン
MCP-1と分泌型レクチンSiglec-9が抗炎症性M2マ
クロファージを誘導することを報告してきた。本
研究では関節炎モデルマウスに対するSHED-CM
の治療効果の検討とそのメカニズムの解析を目的
とした。
　実験方法は、関節炎モデルマウスを作製し、
SHED-CMを尾静脈から投与した。その14日後、組

織学的解析により軟骨の破壊の程度、またPCRに
より炎症性サイトカイン（TNF-α, IL-1β, IL-6, 
iNOS）や組織破壊因子（MMP3, MMP9）などの遺
伝子発現を評価していた。また免疫沈降反応によ
りSHED-CMから抗炎症性M2マクロファージの誘
導因子であるS i g l e c - 9のみを除去した上清
（d-SHED-CM）を作製し、これを関節炎モデルマウ
スに投与し同様の評価を行った。
　SHED-CM投与群では対照群に比較して、関節炎
スコアおよび組織破壊の程度が有意に改善してお
り、PCRで炎症性M1マクロファージマーカーの低
下、抗炎症性M2マクロファージマーカーの上昇を
認めた。また、d-SHED-CM投与群では、SHED-CM投
与で見られた関節炎スコアや組織破壊の改善効果
が減弱していた。
　SHED-CMには様々なパラクライン因子が含ま
れていることがわかっており、RAに対して多面的
に治療効果を示すと考えられるが、本研究結果か
ら、その治療メカニズムには抗炎症性M2マクロ
ファージの誘導が中心的な役割を果たしているこ
とが示唆された。

○間葉系幹細胞エクソソームの皮膚線維芽細胞分
化に対する効果の検討

遠井政行（東京医科歯科大学）
　間葉系幹細胞培養上清が創傷治癒を促進するこ
とが報告されているが、そのメカニズムは明らか
ではない。細胞培養上清中にはエクソソームと呼
ばれる膜小胞が存在する。演者らはヒト胎盤間葉
系 幹細 胞（ P l a M S C ）由 来 エ ク ソ ソ ー ム
（PlaMSC-exo）がヒト線維芽細胞の分化に影響す
るか否かを検討した。
　胎盤は大学附属病院を受診した患者より得た。
PlaMSCの培養上清よりエクソソームを回収し、
ウェスタンブロット、動的光散乱法、透過型電子顕
微鏡で確認した。ヒト線維芽細胞を用いて蛍光ラ

ベルしたPlaMSC-exoの取り込み、Oct4-GFPマウス
線維芽細胞を用いてOct4転写活性を検討した。
PlaMSC-exoのヒト線維芽細胞における幹細胞関
連遺伝子発現および骨芽細胞/脂肪細胞分化に対
する影響を各種染色法とリアルタイムPCRを用い
て検討した。
　PlaMSC-exoはヒト線維芽細胞に取り込まれ、
Oct4およびNanogの発現を上昇させ、骨芽細胞/脂
肪細胞分化誘導下におけるヒト線維芽細胞のオス
テリックス（Osx）発現と石灰化、脂肪滴形成を促
進した。
　これらの結果から、ヒト胎盤間葉系幹細胞由来

のエクソソームは線維芽細胞の幹細胞関連遺伝子
発現を上昇させ、線維芽細胞の骨芽細胞と脂肪細
胞への分化を促進することが明らかとなった。

　これらの演題はともに幹細胞ではなく幹細胞を
培養した上清に含まれる「幹細胞からのシグナル」
組織再生に有用であることに着目し、そのシグナ
ルの伝達形式としてエクソソームに着目した研究
である。ウマの再生医療においても将来的には幹
細胞を用いずに、幹細胞の培養上清を用いる時代
が訪れるかも知れない。

（笠嶋快周）
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　iPS細胞による再生医療の臨床応用も現実的な
ものとなってきている今日、その一方で、エイジン
グ（加齢変化）や疾病の発症機序において「炎症」は
ひとつの重要なテーマとなってきた。幹細胞は、長
期に渡り自己分裂能を持ち様々な臓器に分化でき
る長寿の細胞群と考えられているが、その幹細胞
も少しずつ老化していく。そのメカニズムとして
「炎症」と「酸化ストレス」が重要なファクターと考
えられている。日本炎症・再生医学会は「炎症学」と
「再生医学」という大きな２つの分野が合体したと
てもユニークな学会であり、幅広い様々なトピッ
クスについて講演されることから、初めて参加し
た。
　組織再生に関連する演題の中でも、幹細胞その
ものの分化による組織再生ではなく、幹細胞が発
信するシグナルによる組織再生に関する報告が興
味深かった。
　以下にその概要を紹介する。

○ヒト歯髄幹細胞無血清培養上清を用いた関節炎
モデルマウスにおける治療効果の検討

石川　純（名古屋大学）
　関節リウマチは多発性関節炎を主徴とする原因
不明の炎症性自己免疫疾患である。近年、生物学的
製剤の登場により本症の治療法は劇的に改善した
が、２～３割の患者では治療の奏功が認められず
新たな治療薬の開発が望まれている。演者らはヒ
ト歯髄幹細胞無血清培養上清（SHED-CM）に着目
し、これまでにSHED-CMに含まれるケモカイン
MCP-1と分泌型レクチンSiglec-9が抗炎症性M2マ
クロファージを誘導することを報告してきた。本
研究では関節炎モデルマウスに対するSHED-CM
の治療効果の検討とそのメカニズムの解析を目的
とした。
　実験方法は、関節炎モデルマウスを作製し、
SHED-CMを尾静脈から投与した。その14日後、組

織学的解析により軟骨の破壊の程度、またPCRに
より炎症性サイトカイン（TNF-α, IL-1β, IL-6, 
iNOS）や組織破壊因子（MMP3, MMP9）などの遺
伝子発現を評価していた。また免疫沈降反応によ
りSHED-CMから抗炎症性M2マクロファージの誘
導因子であるS i g l e c - 9のみを除去した上清
（d-SHED-CM）を作製し、これを関節炎モデルマウ
スに投与し同様の評価を行った。
　SHED-CM投与群では対照群に比較して、関節炎
スコアおよび組織破壊の程度が有意に改善してお
り、PCRで炎症性M1マクロファージマーカーの低
下、抗炎症性M2マクロファージマーカーの上昇を
認めた。また、d-SHED-CM投与群では、SHED-CM投
与で見られた関節炎スコアや組織破壊の改善効果
が減弱していた。
　SHED-CMには様々なパラクライン因子が含ま
れていることがわかっており、RAに対して多面的
に治療効果を示すと考えられるが、本研究結果か
ら、その治療メカニズムには抗炎症性M2マクロ
ファージの誘導が中心的な役割を果たしているこ
とが示唆された。

○間葉系幹細胞エクソソームの皮膚線維芽細胞分
化に対する効果の検討

遠井政行（東京医科歯科大学）
　間葉系幹細胞培養上清が創傷治癒を促進するこ
とが報告されているが、そのメカニズムは明らか
ではない。細胞培養上清中にはエクソソームと呼
ばれる膜小胞が存在する。演者らはヒト胎盤間葉
系 幹細 胞（ P l a M S C ）由 来 エ ク ソ ソ ー ム
（PlaMSC-exo）がヒト線維芽細胞の分化に影響す
るか否かを検討した。
　胎盤は大学附属病院を受診した患者より得た。
PlaMSCの培養上清よりエクソソームを回収し、
ウェスタンブロット、動的光散乱法、透過型電子顕
微鏡で確認した。ヒト線維芽細胞を用いて蛍光ラ

第７回PRP（多血小板血漿）療法研究会

　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究結果について、主に歯科口腔外科、整
形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に情
報交換できる場として2009年より開催されてい
る。毎年、PRPに関する基礎研究や臨床応用を専門
に行っている海外の専門家を招聘して、興味深い
教育講演を開催しているが、今年はヒトの眼科治
療において積極的にPRPを適用しているスペイン
のAlejandra博士による講演が行われ、多くの良好
な治療成績が報告された。演者は自己PRPを点眼
によって投与してドライアイの治療に活用した
り、角膜潰瘍に対して活性化PRPゲルを留置して
消炎鎮痛作用を得ることに成功したりしている。
演者によると、PRPからは白血球を除去すること
が大事であるということで、PRP作製段階の最終
工程で細胞成分を除去するために、フィルターを
通しているとのことであった（もちろん血小板は
残している）。
　本年は例年に比べ11演題（うち2題は社会制度
的な演題）と演題数が少なく、しかもそのうち3題
が順天堂大学の同じグループ、2題が筑波大学の
同じグループという状況であった。PRPはヒト医
学の分野では、既に基礎研究段階から臨床応用の
段階にあるが、一番効果が高いと言われている創
傷治療の分野ではVAC（陰圧閉鎖療法）の台頭が著

しく、PRPはヒト臨床分野で衰退傾向にあるそう
である。そのような中、先述の順天堂大学のグルー
プは昨年以来、治療に有効なPRPの性状や作製法
の検討を地道に行っている。彼らのグループは
元々運動選手だった者が多く、スポーツ選手の筋
腱靱帯の損傷治療に対するPRP適用の可能性を真
剣に模索している。そういった意味で彼らの研究
報告は大変興味深い。

○プロサッカー選手のハムストリングス肉離れに
対するPRP療法

齋田良知ら（順天堂大学）
　2011年以降に筋内腱損傷を伴った自家筋力に
よるハムストリングス損傷を発症したプロサッ
カー選手9名（平均23.2歳、受傷側：右5例、左4例）
を対象としてPRP療法を行った。受傷後48時間以
内にMRIを撮影し肉離れを診断し、PRPは20ccの
末梢血から専用精製キットを使用して精製した。
作製されたPRPはおおむね3.5倍程度の血小板濃
縮を達成していた。重傷度に応じてPRPを1～2回、
損傷筋内腱に沿ってエコーガイド下に投与した。
スポーツ復帰許可基準は、圧痛・ストレッチ痛・筋
収縮時痛の完全な消失と等速性筋力の健側比
90％以上の回復とし、MRIおよびエコー検査の経
過も参考にした。肉離れ受傷後の復帰期間は平均

31.0日（95％信頼区間：17.2-44.8）であり、全員受
傷前のスポーツレベルに復帰した。受傷した部位
および同一筋の他の部位の再損傷は認められな
かった。
　こういったヒトの筋損傷に対して行ったPRP治
療の成績は今までいくつか報告されているが、使
用されたPRPの性状がすべて異なっており、効果
の有無も様々であった。今回使用したPRPの特徴
は、白血球を可能な限り除去したものを使用した
ところにある。順天堂のグループは昨年来、PRPに
白血球が混じていることによりPRPの効用が減じ
ると考えているが、今回のような白血球を意図的
に除去したPRPの臨床応用報告は数少ない。加療
した全例の競技復帰を達成したが、復帰期間が結
果として短縮されたのかどうかを判断するには例
数が少なく、大規模なランダム化比較試験（RCT）
を行う必要があると考えていた。フロアーからは、
PRPを筋肉内投与することによりドーピングの対
象となるのではないかとの懸念が示されたが、既
に世界アンチドーピング機関（WADA）よりPRP治
療はドーピングにならないとの見解がなされてい
ると主張していた。PRP局所投与により上昇する
血中IGF濃度は、トレーニング効果により上昇する
濃度にはるかに及ばないとの報告もあり、この点
は解決されていると考えられる。

○白血球濃度および分画の違いがヒト腱由来細胞
の増殖・遊走能に及ぼす影響の検討

西尾啓史ら（順天堂大学）
　先述のとおり、順天堂のグループは、PRPに混入
する白血球について長らく調査を行っている。研
究成果は先日行われた日本整形外科学会基礎学術
集会でもいくつか報告されたが、いずれも非常に
興味深かった。今回もPRPに混入する白血球が細

胞増殖活性にどう影響するかを調査したという、
シンプルでありながら興味深い内容であった。
　PRPに含まれる白血球の濃度、分画に応じて、白
血球が含まれないpure-PRP（PP）、白血球数が少な
いLeukocyte-poor PRP（LP）、リンパ球が多い
Lymphocy te - r i ch  PRP（LR）、顆粒球が多い
Granulocyte-rich PRP（GR）に分類し、健常男性5人
を対象に各種PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を精
製した。前十字靱帯再建術時の半腱様筋腱から腱
由来細胞を抽出し、無血清培地に凍結融解法にて
活性化処理した各種PRPを各5％の割合で添加し
て培養し、増殖能と遊走能の評価を専用の機器を
用いて行った。PPP5％およびFCS2%添加培地を対
照群とした。
　各種PRP間の血小板濃度に有意差はなかった
（約3～5倍濃縮）。遊走に関しては、対照群と比較
し各PRPが有意に遊走促進効果を示した。また
PRP間でも、好中球混入が少ないLPやLRがより促
進させる傾向にあったが有意ではなかった。増殖
に関しては、好中球に富むGRは対照群およびLPと
比較して有意に増殖促進効果を示した。GR以外の
PRPも対照群と比較し増殖促進傾向にあったが、
有意差はなかった。
　いずれのタイプのPRPでも、細胞の増殖遊走能
を高める効果があるものと推測されたが、どのタ
イプが有効なのかは明確にならなかった。演者ら
は過去の報告をふまえ、GRに比べてLPやLRにおい
て遊走能が高まることについて、好中球は血小板
由来の成長因子を接着して細胞の遊走能をブロッ
クしているとの見解を示していた。こういったこ
とを総合的に確認するためには、さらなる検討や
統計学的解析が必要と思われた。

（福田健太郎）

ベルしたPlaMSC-exoの取り込み、Oct4-GFPマウス
線維芽細胞を用いてOct4転写活性を検討した。
PlaMSC-exoのヒト線維芽細胞における幹細胞関
連遺伝子発現および骨芽細胞/脂肪細胞分化に対
する影響を各種染色法とリアルタイムPCRを用い
て検討した。
　PlaMSC-exoはヒト線維芽細胞に取り込まれ、
Oct4およびNanogの発現を上昇させ、骨芽細胞/脂
肪細胞分化誘導下におけるヒト線維芽細胞のオス
テリックス（Osx）発現と石灰化、脂肪滴形成を促
進した。
　これらの結果から、ヒト胎盤間葉系幹細胞由来

のエクソソームは線維芽細胞の幹細胞関連遺伝子
発現を上昇させ、線維芽細胞の骨芽細胞と脂肪細
胞への分化を促進することが明らかとなった。

　これらの演題はともに幹細胞ではなく幹細胞を
培養した上清に含まれる「幹細胞からのシグナル」
組織再生に有用であることに着目し、そのシグナ
ルの伝達形式としてエクソソームに着目した研究
である。ウマの再生医療においても将来的には幹
細胞を用いずに、幹細胞の培養上清を用いる時代
が訪れるかも知れない。

（笠嶋快周）
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　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究結果について、主に歯科口腔外科、整
形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に情
報交換できる場として2009年より開催されてい
る。毎年、PRPに関する基礎研究や臨床応用を専門
に行っている海外の専門家を招聘して、興味深い
教育講演を開催しているが、今年はヒトの眼科治
療において積極的にPRPを適用しているスペイン
のAlejandra博士による講演が行われ、多くの良好
な治療成績が報告された。演者は自己PRPを点眼
によって投与してドライアイの治療に活用した
り、角膜潰瘍に対して活性化PRPゲルを留置して
消炎鎮痛作用を得ることに成功したりしている。
演者によると、PRPからは白血球を除去すること
が大事であるということで、PRP作製段階の最終
工程で細胞成分を除去するために、フィルターを
通しているとのことであった（もちろん血小板は
残している）。
　本年は例年に比べ11演題（うち2題は社会制度
的な演題）と演題数が少なく、しかもそのうち3題
が順天堂大学の同じグループ、2題が筑波大学の
同じグループという状況であった。PRPはヒト医
学の分野では、既に基礎研究段階から臨床応用の
段階にあるが、一番効果が高いと言われている創
傷治療の分野ではVAC（陰圧閉鎖療法）の台頭が著

しく、PRPはヒト臨床分野で衰退傾向にあるそう
である。そのような中、先述の順天堂大学のグルー
プは昨年以来、治療に有効なPRPの性状や作製法
の検討を地道に行っている。彼らのグループは
元々運動選手だった者が多く、スポーツ選手の筋
腱靱帯の損傷治療に対するPRP適用の可能性を真
剣に模索している。そういった意味で彼らの研究
報告は大変興味深い。

○プロサッカー選手のハムストリングス肉離れに
対するPRP療法

齋田良知ら（順天堂大学）
　2011年以降に筋内腱損傷を伴った自家筋力に
よるハムストリングス損傷を発症したプロサッ
カー選手9名（平均23.2歳、受傷側：右5例、左4例）
を対象としてPRP療法を行った。受傷後48時間以
内にMRIを撮影し肉離れを診断し、PRPは20ccの
末梢血から専用精製キットを使用して精製した。
作製されたPRPはおおむね3.5倍程度の血小板濃
縮を達成していた。重傷度に応じてPRPを1～2回、
損傷筋内腱に沿ってエコーガイド下に投与した。
スポーツ復帰許可基準は、圧痛・ストレッチ痛・筋
収縮時痛の完全な消失と等速性筋力の健側比
90％以上の回復とし、MRIおよびエコー検査の経
過も参考にした。肉離れ受傷後の復帰期間は平均

第63回日本ウイルス学会学術集会および
第22回トガ・フラビ・ペスチウイルス研究会

　福岡国際会議場にて11月22日～24日に開催さ
れた、第63回日本ウイルス学会学術集会、および
その前日に開催された第22回トガ・フラビ・ペス

チウイルス研究会に参加した。ウイルスの構造、進
化、病原性、疫学と様々なジャンルの演題が並び、
特に、デング熱やエボラ出血熱など、昨年来大きな

流行のあったウイルス感染症についても最新の知
見を得ることができた。また、ウイルス学会では今
年から口頭発表は全て英語となり、質疑も可能な
限り英語でやり取りが行われた。私自身は、ウイル
ス学会と研究会の両方において、昨年美浦トレー
ニング・センター（トレセン）で発生したゲタウイ
ルス感染症に関する演題を発表したので、その概
要と、その他特に印象に残った演題の一つをご紹
介したい。

○Investigation of factors causing an outbreak 
of Getah virus infection among racehorses in 
Japan 2014（国内の競走馬における2014年のゲ
タウイルス感染症の流行要因の解析）

坂内　天ら（競走馬総合研究所栃木支所）
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。1978年の美浦ト
レセンでの流行を受けてワクチンが開発され、ワ
クチン接種馬では30年以上流行が見られなかっ
た。しかし、2014年、美浦トレセンでゲタウイルス
が再び流行し、9月15日～10月25日の間に発熱し
た64頭のうち33頭で感染が確認された。本研究で
は、美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行要因を明らかにするため、1) 流行株
とワクチン株の比較、2) トレセンのワクチン接種
体制、3) 周辺牧場での流行状況、の3点に着目して
検証を行った。
　2014年に分離されたウイルス株（14-I-605）と
ワクチン株（MI-110）を、実験馬2頭ずつに接種し、
臨床症状の観察および全血からウイルスRNAの検
出を行った。接種から2週間後の血清を用いて、両
株に対する交叉中和試験を行った。2014年9月15
日時点の美浦トレセン在厩馬および罹患馬のゲタ
ウイルスワクチン接種歴を調査し、ワクチン接種
回数ごとの有病率を求めた。2010年、2013年、
2014年の夏季に、茨城県および千葉県内の牧場か
ら美浦トレセンに入厩した2歳馬の血清について
ゲタウイルス中和試験を行い、入厩した月ごとに
抗体陽性率を求めた。
　14-I-605株とMI-110株を接種された馬は、全頭
38.6℃以上の発熱を示し、ウイルス血症の期間も
両群で顕著な差は認められなかった。14-I-605株

とMI-110株に対する抗血清は、両方のウイルスに
対してほぼ同等の中和抗体価を有していた。2014
年の流行における罹患馬33頭のうち、20頭
（60.6%）が2歳馬であった。2歳馬のうち、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%
で、2回以上接種された馬の1.3%と比べ、10倍以上
高かった。茨城県・千葉県内の周辺牧場から美浦ト
レセンへ入厩した馬のゲタウイルス抗体陽性率
は、2014年6月～8月の入厩馬では4.0%以下だっ
たが、9月は13.0%、10月は42.9%であった。一方、
対照の2010年と2013年の入厩馬では、抗体陽性
率は2.0%以下であった。
　2014年流行株の抗原性は、ワクチン株から大き
く変化しておらず、ウイルスの変異が流行の直接
的な原因となった可能性は低いと考えられた。ト
レセン内にワクチンの基礎接種が未完了で発症リ
スクが高い馬がいたことは、流行の間接的な原因
と考えられた。また、2014年は例年とは異なり、美
浦トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県内
の周辺牧場でゲタウイルスが蔓延していたことが
明らかになった。以上をまとめると、トレセンでは
元々流行が起きやすい潜在的リスクがあったが、
これまではワクチンによって防御できていた。し
かし、2014年は地域内で循環するウイルスが多
かったため、ワクチン接種馬でも発症を抑えきれ
なかったと考えられた。
　国内で31年ぶりに流行した再興感染症という
ことで、聴衆の関心度は高かったように感じられ
た。発表後、馬がゲタウイルスの増幅動物になり得
るか質問があり、実験感染馬では血液中に含まれ
るウイルス量が豚と同等かそれ以上であるため、
増幅動物になる可能性はあるが、実際に野外で確
認されてはいない旨回答した。また、周辺牧場での
ワクチン接種率が低い理由について質問があり、
ゲタワクチンが任意接種でまた高価であることな
どを回答した。

○Comparison of group A rotavirus VP7 gene 
in between clinical and sewage water samples 
after rotavirus introduction（ロタウイルスワク
チン導入後に採取された臨床検体と下水検体にお
けるA群ロタウイルスVP7遺伝子型の比較）

Takafumi Manakaら（東北大学）
　2011年にヒト用ロタウイルスワクチンが国内
で導入され、流行するロタウイルスの遺伝子型が
変化した可能性がある。演者らは、2011年10月～
2014年10月に宮城県松島町で急性胃腸炎と診断
された患者の糞便から、リアルタイムRT-PCR法に
より176検体でロタウイルス遺伝子を検出し、そ
のうち124検体についてVP7遺伝子型別検査を
行った。また、下水検体については、陽性検体のう
ちコピー数の多かった5検体について遺伝子型別
検査を行った。急性胃腸炎症例におけるロタウイ
ルス陽性の割合は年々減少したが、下水中に含ま
れる遺伝子コピー数には大きな変化は見られな
かった。臨床検体の検査で、2011年～2012年に優
勢であったG1株の割合は2013年以降減少し、G2
やG9など複数の遺伝子型が増加した。下水検体で
は、2013年にはG1が優勢だったが、2014年には
G2とG3が優勢であった。臨床検体と下水検体のい
ずれにおいても、ワクチン株と同じクラスターの
ウイルスは検出されなかった。

　本研究の結果、ワクチンの導入後にG1株による
急性胃腸炎の症例が減少しており、この地域では
G1株の循環量が少なくなったか排除されたと考
えられた。臨床検体からはG3型のウイルスは検出
されなかったが、下水中では優勢を占めていた。こ
れは、G3株が今回検体が採取された重症の患者で
はなく、軽症の患者や不顕性感染者において維持
されている可能性を示している。
　ロタウイルスワクチン導入による流行株の変化
については、本学術集会のシンポジウムにおいて、
英国リバプール大学のDr. Miren Iturriza-Gomara
からも講演があり、ヨーロッパ各国でのサーベイ
ランス結果が報告された。急性胃腸炎の症例数や
流行株の遺伝子型の変化に今後も継続的な調査が
必要だと考えられる。さらに、現在使用されている
ヒト用ロタウイルスワクチンはいずれも弱毒生ワ
クチンであるため、自然界に存在するウイルスと
の再集合体の出現についてもモニタリングが必要
である。

（坂内　天）

31.0日（95％信頼区間：17.2-44.8）であり、全員受
傷前のスポーツレベルに復帰した。受傷した部位
および同一筋の他の部位の再損傷は認められな
かった。
　こういったヒトの筋損傷に対して行ったPRP治
療の成績は今までいくつか報告されているが、使
用されたPRPの性状がすべて異なっており、効果
の有無も様々であった。今回使用したPRPの特徴
は、白血球を可能な限り除去したものを使用した
ところにある。順天堂のグループは昨年来、PRPに
白血球が混じていることによりPRPの効用が減じ
ると考えているが、今回のような白血球を意図的
に除去したPRPの臨床応用報告は数少ない。加療
した全例の競技復帰を達成したが、復帰期間が結
果として短縮されたのかどうかを判断するには例
数が少なく、大規模なランダム化比較試験（RCT）
を行う必要があると考えていた。フロアーからは、
PRPを筋肉内投与することによりドーピングの対
象となるのではないかとの懸念が示されたが、既
に世界アンチドーピング機関（WADA）よりPRP治
療はドーピングにならないとの見解がなされてい
ると主張していた。PRP局所投与により上昇する
血中IGF濃度は、トレーニング効果により上昇する
濃度にはるかに及ばないとの報告もあり、この点
は解決されていると考えられる。

○白血球濃度および分画の違いがヒト腱由来細胞
の増殖・遊走能に及ぼす影響の検討

西尾啓史ら（順天堂大学）
　先述のとおり、順天堂のグループは、PRPに混入
する白血球について長らく調査を行っている。研
究成果は先日行われた日本整形外科学会基礎学術
集会でもいくつか報告されたが、いずれも非常に
興味深かった。今回もPRPに混入する白血球が細

胞増殖活性にどう影響するかを調査したという、
シンプルでありながら興味深い内容であった。
　PRPに含まれる白血球の濃度、分画に応じて、白
血球が含まれないpure-PRP（PP）、白血球数が少な
いLeukocyte-poor PRP（LP）、リンパ球が多い
Lymphocy te - r i ch  PRP（LR）、顆粒球が多い
Granulocyte-rich PRP（GR）に分類し、健常男性5人
を対象に各種PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を精
製した。前十字靱帯再建術時の半腱様筋腱から腱
由来細胞を抽出し、無血清培地に凍結融解法にて
活性化処理した各種PRPを各5％の割合で添加し
て培養し、増殖能と遊走能の評価を専用の機器を
用いて行った。PPP5％およびFCS2%添加培地を対
照群とした。
　各種PRP間の血小板濃度に有意差はなかった
（約3～5倍濃縮）。遊走に関しては、対照群と比較
し各PRPが有意に遊走促進効果を示した。また
PRP間でも、好中球混入が少ないLPやLRがより促
進させる傾向にあったが有意ではなかった。増殖
に関しては、好中球に富むGRは対照群およびLPと
比較して有意に増殖促進効果を示した。GR以外の
PRPも対照群と比較し増殖促進傾向にあったが、
有意差はなかった。
　いずれのタイプのPRPでも、細胞の増殖遊走能
を高める効果があるものと推測されたが、どのタ
イプが有効なのかは明確にならなかった。演者ら
は過去の報告をふまえ、GRに比べてLPやLRにおい
て遊走能が高まることについて、好中球は血小板
由来の成長因子を接着して細胞の遊走能をブロッ
クしているとの見解を示していた。こういったこ
とを総合的に確認するためには、さらなる検討や
統計学的解析が必要と思われた。

（福田健太郎）
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　福岡国際会議場にて11月22日～24日に開催さ
れた、第63回日本ウイルス学会学術集会、および
その前日に開催された第22回トガ・フラビ・ペス

チウイルス研究会に参加した。ウイルスの構造、進
化、病原性、疫学と様々なジャンルの演題が並び、
特に、デング熱やエボラ出血熱など、昨年来大きな

流行のあったウイルス感染症についても最新の知
見を得ることができた。また、ウイルス学会では今
年から口頭発表は全て英語となり、質疑も可能な
限り英語でやり取りが行われた。私自身は、ウイル
ス学会と研究会の両方において、昨年美浦トレー
ニング・センター（トレセン）で発生したゲタウイ
ルス感染症に関する演題を発表したので、その概
要と、その他特に印象に残った演題の一つをご紹
介したい。

○Investigation of factors causing an outbreak 
of Getah virus infection among racehorses in 
Japan 2014（国内の競走馬における2014年のゲ
タウイルス感染症の流行要因の解析）

坂内　天ら（競走馬総合研究所栃木支所）
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。1978年の美浦ト
レセンでの流行を受けてワクチンが開発され、ワ
クチン接種馬では30年以上流行が見られなかっ
た。しかし、2014年、美浦トレセンでゲタウイルス
が再び流行し、9月15日～10月25日の間に発熱し
た64頭のうち33頭で感染が確認された。本研究で
は、美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行要因を明らかにするため、1) 流行株
とワクチン株の比較、2) トレセンのワクチン接種
体制、3) 周辺牧場での流行状況、の3点に着目して
検証を行った。
　2014年に分離されたウイルス株（14-I-605）と
ワクチン株（MI-110）を、実験馬2頭ずつに接種し、
臨床症状の観察および全血からウイルスRNAの検
出を行った。接種から2週間後の血清を用いて、両
株に対する交叉中和試験を行った。2014年9月15
日時点の美浦トレセン在厩馬および罹患馬のゲタ
ウイルスワクチン接種歴を調査し、ワクチン接種
回数ごとの有病率を求めた。2010年、2013年、
2014年の夏季に、茨城県および千葉県内の牧場か
ら美浦トレセンに入厩した2歳馬の血清について
ゲタウイルス中和試験を行い、入厩した月ごとに
抗体陽性率を求めた。
　14-I-605株とMI-110株を接種された馬は、全頭
38.6℃以上の発熱を示し、ウイルス血症の期間も
両群で顕著な差は認められなかった。14-I-605株

とMI-110株に対する抗血清は、両方のウイルスに
対してほぼ同等の中和抗体価を有していた。2014
年の流行における罹患馬33頭のうち、20頭
（60.6%）が2歳馬であった。2歳馬のうち、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%
で、2回以上接種された馬の1.3%と比べ、10倍以上
高かった。茨城県・千葉県内の周辺牧場から美浦ト
レセンへ入厩した馬のゲタウイルス抗体陽性率
は、2014年6月～8月の入厩馬では4.0%以下だっ
たが、9月は13.0%、10月は42.9%であった。一方、
対照の2010年と2013年の入厩馬では、抗体陽性
率は2.0%以下であった。
　2014年流行株の抗原性は、ワクチン株から大き
く変化しておらず、ウイルスの変異が流行の直接
的な原因となった可能性は低いと考えられた。ト
レセン内にワクチンの基礎接種が未完了で発症リ
スクが高い馬がいたことは、流行の間接的な原因
と考えられた。また、2014年は例年とは異なり、美
浦トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県内
の周辺牧場でゲタウイルスが蔓延していたことが
明らかになった。以上をまとめると、トレセンでは
元々流行が起きやすい潜在的リスクがあったが、
これまではワクチンによって防御できていた。し
かし、2014年は地域内で循環するウイルスが多
かったため、ワクチン接種馬でも発症を抑えきれ
なかったと考えられた。
　国内で31年ぶりに流行した再興感染症という
ことで、聴衆の関心度は高かったように感じられ
た。発表後、馬がゲタウイルスの増幅動物になり得
るか質問があり、実験感染馬では血液中に含まれ
るウイルス量が豚と同等かそれ以上であるため、
増幅動物になる可能性はあるが、実際に野外で確
認されてはいない旨回答した。また、周辺牧場での
ワクチン接種率が低い理由について質問があり、
ゲタワクチンが任意接種でまた高価であることな
どを回答した。

○Comparison of group A rotavirus VP7 gene 
in between clinical and sewage water samples 
after rotavirus introduction（ロタウイルスワク
チン導入後に採取された臨床検体と下水検体にお
けるA群ロタウイルスVP7遺伝子型の比較）

Takafumi Manakaら（東北大学）
　2011年にヒト用ロタウイルスワクチンが国内
で導入され、流行するロタウイルスの遺伝子型が
変化した可能性がある。演者らは、2011年10月～
2014年10月に宮城県松島町で急性胃腸炎と診断
された患者の糞便から、リアルタイムRT-PCR法に
より176検体でロタウイルス遺伝子を検出し、そ
のうち124検体についてVP7遺伝子型別検査を
行った。また、下水検体については、陽性検体のう
ちコピー数の多かった5検体について遺伝子型別
検査を行った。急性胃腸炎症例におけるロタウイ
ルス陽性の割合は年々減少したが、下水中に含ま
れる遺伝子コピー数には大きな変化は見られな
かった。臨床検体の検査で、2011年～2012年に優
勢であったG1株の割合は2013年以降減少し、G2
やG9など複数の遺伝子型が増加した。下水検体で
は、2013年にはG1が優勢だったが、2014年には
G2とG3が優勢であった。臨床検体と下水検体のい
ずれにおいても、ワクチン株と同じクラスターの
ウイルスは検出されなかった。

　本研究の結果、ワクチンの導入後にG1株による
急性胃腸炎の症例が減少しており、この地域では
G1株の循環量が少なくなったか排除されたと考
えられた。臨床検体からはG3型のウイルスは検出
されなかったが、下水中では優勢を占めていた。こ
れは、G3株が今回検体が採取された重症の患者で
はなく、軽症の患者や不顕性感染者において維持
されている可能性を示している。
　ロタウイルスワクチン導入による流行株の変化
については、本学術集会のシンポジウムにおいて、
英国リバプール大学のDr. Miren Iturriza-Gomara
からも講演があり、ヨーロッパ各国でのサーベイ
ランス結果が報告された。急性胃腸炎の症例数や
流行株の遺伝子型の変化に今後も継続的な調査が
必要だと考えられる。さらに、現在使用されている
ヒト用ロタウイルスワクチンはいずれも弱毒生ワ
クチンであるため、自然界に存在するウイルスと
の再集合体の出現についてもモニタリングが必要
である。

（坂内　天）
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　福岡国際会議場にて11月22日～24日に開催さ
れた、第63回日本ウイルス学会学術集会、および
その前日に開催された第22回トガ・フラビ・ペス

チウイルス研究会に参加した。ウイルスの構造、進
化、病原性、疫学と様々なジャンルの演題が並び、
特に、デング熱やエボラ出血熱など、昨年来大きな

第204回つくば病理談話会および
第101回JPCスライドセミナー

　第204回つくば病理談話会および第101回JPC
スライドセミナーがつくば市の動物衛生研究所で
11月27日に開催され参加した。つくば病理談話会
では動物検疫所、予防衛生協会および共立製薬か
らそれぞれ以下のような症例が提出され活発な討
論がなされた。
・N0.375 牛のMannheimia haemolytica および
Histophilus somni が分離された壊死性線維素性
化膿性気管支肺炎：小室 美南子(動物検疫所門司
支所)
・N0.376 カニクイザルの線維腫症 ：岡林 佐知(予
防衛生協会、霊長類センター)
・N0.377 産卵鶏の趾関節におけるアミロイド沈
着を伴ったMycoplasma synoviae 滑膜炎：萩原 
寛子(共立製薬株式会社)
　またJPCスライドセミナーでは2014-2015 JPC 

Wednesday Slide Conference 15-23の出題組織標
本のなかから9症例が選択され、組織所見のスラ
イド供覧や付された病理診断名に対する討論など
について各担当者から説明がなされた。以下に特
に興味が持たれた症例の概要を記載する。

１．第204回つくば病理談話会提出症例
　N0.375牛のMannheimia haemolyticaおよび
Histophilus somniが分離された壊死性線維素性化
膿性気管支肺炎：小室 美南子(動物検疫所門司支
所)
　提出症例は豪州からの輸入牛、雑種、去勢雄、8
～12カ月齢で検疫中に斃死した症例である。発生
状況および臨床所見としては、豪州から肥育用素
牛として船便で輸入され、2015年8月12日に新門
司検疫場に収容された958頭中の1頭で、入検日翌

日より左前肢の腫脹および水様性下痢を呈し伏臥
状態となった。8月14日には40°C以上の発熱と
起立不能に陥り、呼吸促迫や肺雑音を伴う呼吸器
症状が見られ、状態は改善することなく8月18日
に死亡した。本例の病原検索では肺から
Mannheimia haemolytica、Histophilus somni、
Truepere l la  pyogenesおよびStreptococcus  
agalactiaeが分離された。また肺、縦隔リンパ節、脾
臓、肝臓、腎臓、心臓からはClostridium perfringens
が分離された。剖検所見としては、左前肢の腫脹部
に膿瘍が認められた。肺は壁側胸膜と癒着し、右肺
全域は暗赤色を呈し硬結感のある白色巣が散在し
ていた。
　提出標本は肺で、組織所見としては肺の全域に
中等度の充うっ血と大小の巣状壊死が散見され
た。壊死病巣の中心部は凝固壊死しており、その周
囲に好中球、燕麦様細胞、マクロファージが集簇し
ていた。肺胞腔内には好中球、マクロファージが見
られ、線維素を含む漿液が貯留していた。気管支お
よび細気管支の上皮細胞は壊死・脱落し、内腔には
好中球、細胞頽廃物、菌塊が充満していた。小葉の
間質には好中球、マクロファージ、リンパ球が浸潤
し、出血、線維素析出を伴った水腫性肥厚が認めら
れた。
　免疫染色ではM. haemolyticaの陽性所見が見ら
れる壊死巣とH. somniの陽性所見が見られる壊死
巣が混在し、前者では壊死が強く、後者では炎症細
胞の集簇が強い傾向にあった。またまれに少数の
Mycoplasma bovisの陽性部位も観察された。参加
者からは、この様な混合感染が病理組織学的に観
察されることは珍しく、非常に稀有な症例とのこ
とであった。
　組織診断名としては『牛のMann h e im i a  
h a emo l y t i c a  6型菌、Hi s t o p h i l u s  s omn i、
Mycoplasma bovisなどが関与した壊死性化膿性気
管支肺炎』とされた。また疾病診断名は『牛の
Mannheimia haemolytica 6型菌、Histophilus 
somni、Mycoplasma bovisなどによるBRDC（牛呼吸
器病症候群）』とされた。牛の呼吸器病症候群 
(BRDC：Bovine Respiratory Disease Complex) は、
ウイルスおよび細菌などの病原微生物とストレス
などによる免疫状態の変調が複雑に絡み合って発

生し、牛の産業界で最も経済的損失の大きな疾病
（症候群）とされている。馬においてはこの様な病
原体による肺炎は見られないが、馬では長距離の
馬運車輸送において見られる輸送性肺炎が輸送ス
トレスと細菌感染により引き起こされることが知
られており、動物種は異なるものの比較病理学的
に大変興味深い内容の症例であった。
 
２．第101回JPCスライドセミナー
2014-23-2　馬の肝臓　
　提出機関はMassey University（ニュージーラン
ド）で、雄、9か月齢のスポーツホース。肉眼所見と
しては肝臓の大きさは小さく、硬度を増し、全体に
退色していた。肝臓表面は凹凸不整で、実質に直径
0.5-1cmの白色小結節が多数認められた。血中胆
汁酸が62μmol/Lで正常値の0-20μmol/lよりも
高値であった。提出者の組織診断名としては「慢性
で重度の胆管増生、架橋性線維化および顕著なメ
ガロサイトーシスを伴う結節性再生」を提案して
いた。それに対してJPCの組織診断名は「肝臓：開
花性胆管過形成、門脈および架橋性、瀰漫性、重度、
慢性、結節性過形成および肝細胞のメガロサイ
トーシス、壊死および消失を伴う」であった。コメ
ントとしては以下の点について述べられていた。
①今回の症例は肉眼的および組織学的にピリジン
アルカロイド（PAs）中毒の特徴と一致していた。
②PAsは世界中の主にキク科、マメ科、ムラサキ科
植物が保有している。③肝臓でPAsが代謝される
ことで毒性を発現する。④PAsは肝臓では肝細胞
の壊死や細胞分裂障害、静脈障害を引き起こし、そ
の他には発癌性、遺伝毒性、催奇形性が知られてい
る。⑤肝細胞のメガロサイトーシスはPAsの長期
的ないし反復的摂取により、再生性結節を伴う肝
萎縮の場合に最もよく見られる。⑥胆管の過形成
は機能をなくした萎縮肝からの持続的な再生刺激
によって起こると考えらえている。トレーニング
センターで調教されている競走馬ではPAsを含む
植物などを摂食する危険性は少ないと考えられる
が、放牧に出た場合などではその可能性もあるこ
とから、原因不明で斃死した馬の病性鑑定などに
おいて、PAs中毒は注意する必要があるものと考
えられ、本症例の組織標本は大いに参考となる内

容であった。
（片山芳也）

流行のあったウイルス感染症についても最新の知
見を得ることができた。また、ウイルス学会では今
年から口頭発表は全て英語となり、質疑も可能な
限り英語でやり取りが行われた。私自身は、ウイル
ス学会と研究会の両方において、昨年美浦トレー
ニング・センター（トレセン）で発生したゲタウイ
ルス感染症に関する演題を発表したので、その概
要と、その他特に印象に残った演題の一つをご紹
介したい。

○Investigation of factors causing an outbreak 
of Getah virus infection among racehorses in 
Japan 2014（国内の競走馬における2014年のゲ
タウイルス感染症の流行要因の解析）

坂内　天ら（競走馬総合研究所栃木支所）
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。1978年の美浦ト
レセンでの流行を受けてワクチンが開発され、ワ
クチン接種馬では30年以上流行が見られなかっ
た。しかし、2014年、美浦トレセンでゲタウイルス
が再び流行し、9月15日～10月25日の間に発熱し
た64頭のうち33頭で感染が確認された。本研究で
は、美浦トレセンにおける2014年のゲタウイルス
感染症の流行要因を明らかにするため、1) 流行株
とワクチン株の比較、2) トレセンのワクチン接種
体制、3) 周辺牧場での流行状況、の3点に着目して
検証を行った。
　2014年に分離されたウイルス株（14-I-605）と
ワクチン株（MI-110）を、実験馬2頭ずつに接種し、
臨床症状の観察および全血からウイルスRNAの検
出を行った。接種から2週間後の血清を用いて、両
株に対する交叉中和試験を行った。2014年9月15
日時点の美浦トレセン在厩馬および罹患馬のゲタ
ウイルスワクチン接種歴を調査し、ワクチン接種
回数ごとの有病率を求めた。2010年、2013年、
2014年の夏季に、茨城県および千葉県内の牧場か
ら美浦トレセンに入厩した2歳馬の血清について
ゲタウイルス中和試験を行い、入厩した月ごとに
抗体陽性率を求めた。
　14-I-605株とMI-110株を接種された馬は、全頭
38.6℃以上の発熱を示し、ウイルス血症の期間も
両群で顕著な差は認められなかった。14-I-605株

とMI-110株に対する抗血清は、両方のウイルスに
対してほぼ同等の中和抗体価を有していた。2014
年の流行における罹患馬33頭のうち、20頭
（60.6%）が2歳馬であった。2歳馬のうち、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%
で、2回以上接種された馬の1.3%と比べ、10倍以上
高かった。茨城県・千葉県内の周辺牧場から美浦ト
レセンへ入厩した馬のゲタウイルス抗体陽性率
は、2014年6月～8月の入厩馬では4.0%以下だっ
たが、9月は13.0%、10月は42.9%であった。一方、
対照の2010年と2013年の入厩馬では、抗体陽性
率は2.0%以下であった。
　2014年流行株の抗原性は、ワクチン株から大き
く変化しておらず、ウイルスの変異が流行の直接
的な原因となった可能性は低いと考えられた。ト
レセン内にワクチンの基礎接種が未完了で発症リ
スクが高い馬がいたことは、流行の間接的な原因
と考えられた。また、2014年は例年とは異なり、美
浦トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県内
の周辺牧場でゲタウイルスが蔓延していたことが
明らかになった。以上をまとめると、トレセンでは
元々流行が起きやすい潜在的リスクがあったが、
これまではワクチンによって防御できていた。し
かし、2014年は地域内で循環するウイルスが多
かったため、ワクチン接種馬でも発症を抑えきれ
なかったと考えられた。
　国内で31年ぶりに流行した再興感染症という
ことで、聴衆の関心度は高かったように感じられ
た。発表後、馬がゲタウイルスの増幅動物になり得
るか質問があり、実験感染馬では血液中に含まれ
るウイルス量が豚と同等かそれ以上であるため、
増幅動物になる可能性はあるが、実際に野外で確
認されてはいない旨回答した。また、周辺牧場での
ワクチン接種率が低い理由について質問があり、
ゲタワクチンが任意接種でまた高価であることな
どを回答した。

○Comparison of group A rotavirus VP7 gene 
in between clinical and sewage water samples 
after rotavirus introduction（ロタウイルスワク
チン導入後に採取された臨床検体と下水検体にお
けるA群ロタウイルスVP7遺伝子型の比較）

Takafumi Manakaら（東北大学）
　2011年にヒト用ロタウイルスワクチンが国内
で導入され、流行するロタウイルスの遺伝子型が
変化した可能性がある。演者らは、2011年10月～
2014年10月に宮城県松島町で急性胃腸炎と診断
された患者の糞便から、リアルタイムRT-PCR法に
より176検体でロタウイルス遺伝子を検出し、そ
のうち124検体についてVP7遺伝子型別検査を
行った。また、下水検体については、陽性検体のう
ちコピー数の多かった5検体について遺伝子型別
検査を行った。急性胃腸炎症例におけるロタウイ
ルス陽性の割合は年々減少したが、下水中に含ま
れる遺伝子コピー数には大きな変化は見られな
かった。臨床検体の検査で、2011年～2012年に優
勢であったG1株の割合は2013年以降減少し、G2
やG9など複数の遺伝子型が増加した。下水検体で
は、2013年にはG1が優勢だったが、2014年には
G2とG3が優勢であった。臨床検体と下水検体のい
ずれにおいても、ワクチン株と同じクラスターの
ウイルスは検出されなかった。

　本研究の結果、ワクチンの導入後にG1株による
急性胃腸炎の症例が減少しており、この地域では
G1株の循環量が少なくなったか排除されたと考
えられた。臨床検体からはG3型のウイルスは検出
されなかったが、下水中では優勢を占めていた。こ
れは、G3株が今回検体が採取された重症の患者で
はなく、軽症の患者や不顕性感染者において維持
されている可能性を示している。
　ロタウイルスワクチン導入による流行株の変化
については、本学術集会のシンポジウムにおいて、
英国リバプール大学のDr. Miren Iturriza-Gomara
からも講演があり、ヨーロッパ各国でのサーベイ
ランス結果が報告された。急性胃腸炎の症例数や
流行株の遺伝子型の変化に今後も継続的な調査が
必要だと考えられる。さらに、現在使用されている
ヒト用ロタウイルスワクチンはいずれも弱毒生ワ
クチンであるため、自然界に存在するウイルスと
の再集合体の出現についてもモニタリングが必要
である。

（坂内　天）
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　第204回つくば病理談話会および第101回JPC
スライドセミナーがつくば市の動物衛生研究所で
11月27日に開催され参加した。つくば病理談話会
では動物検疫所、予防衛生協会および共立製薬か
らそれぞれ以下のような症例が提出され活発な討
論がなされた。
・N0.375 牛のMannheimia haemolytica および
Histophilus somni が分離された壊死性線維素性
化膿性気管支肺炎：小室 美南子(動物検疫所門司
支所)
・N0.376 カニクイザルの線維腫症 ：岡林 佐知(予
防衛生協会、霊長類センター)
・N0.377 産卵鶏の趾関節におけるアミロイド沈
着を伴ったMycoplasma synoviae 滑膜炎：萩原 
寛子(共立製薬株式会社)
　またJPCスライドセミナーでは2014-2015 JPC 

Wednesday Slide Conference 15-23の出題組織標
本のなかから9症例が選択され、組織所見のスラ
イド供覧や付された病理診断名に対する討論など
について各担当者から説明がなされた。以下に特
に興味が持たれた症例の概要を記載する。

１．第204回つくば病理談話会提出症例
　N0.375牛のMannheimia haemolyticaおよび
Histophilus somniが分離された壊死性線維素性化
膿性気管支肺炎：小室 美南子(動物検疫所門司支
所)
　提出症例は豪州からの輸入牛、雑種、去勢雄、8
～12カ月齢で検疫中に斃死した症例である。発生
状況および臨床所見としては、豪州から肥育用素
牛として船便で輸入され、2015年8月12日に新門
司検疫場に収容された958頭中の1頭で、入検日翌

日より左前肢の腫脹および水様性下痢を呈し伏臥
状態となった。8月14日には40°C以上の発熱と
起立不能に陥り、呼吸促迫や肺雑音を伴う呼吸器
症状が見られ、状態は改善することなく8月18日
に死亡した。本例の病原検索では肺から
Mannheimia haemolytica、Histophilus somni、
Truepere l la  pyogenesおよびStreptococcus  
agalactiaeが分離された。また肺、縦隔リンパ節、脾
臓、肝臓、腎臓、心臓からはClostridium perfringens
が分離された。剖検所見としては、左前肢の腫脹部
に膿瘍が認められた。肺は壁側胸膜と癒着し、右肺
全域は暗赤色を呈し硬結感のある白色巣が散在し
ていた。
　提出標本は肺で、組織所見としては肺の全域に
中等度の充うっ血と大小の巣状壊死が散見され
た。壊死病巣の中心部は凝固壊死しており、その周
囲に好中球、燕麦様細胞、マクロファージが集簇し
ていた。肺胞腔内には好中球、マクロファージが見
られ、線維素を含む漿液が貯留していた。気管支お
よび細気管支の上皮細胞は壊死・脱落し、内腔には
好中球、細胞頽廃物、菌塊が充満していた。小葉の
間質には好中球、マクロファージ、リンパ球が浸潤
し、出血、線維素析出を伴った水腫性肥厚が認めら
れた。
　免疫染色ではM. haemolyticaの陽性所見が見ら
れる壊死巣とH. somniの陽性所見が見られる壊死
巣が混在し、前者では壊死が強く、後者では炎症細
胞の集簇が強い傾向にあった。またまれに少数の
Mycoplasma bovisの陽性部位も観察された。参加
者からは、この様な混合感染が病理組織学的に観
察されることは珍しく、非常に稀有な症例とのこ
とであった。
　組織診断名としては『牛のMann h e im i a  
h a emo l y t i c a  6型菌、Hi s t o p h i l u s  s omn i、
Mycoplasma bovisなどが関与した壊死性化膿性気
管支肺炎』とされた。また疾病診断名は『牛の
Mannheimia haemolytica 6型菌、Histophilus 
somni、Mycoplasma bovisなどによるBRDC（牛呼吸
器病症候群）』とされた。牛の呼吸器病症候群 
(BRDC：Bovine Respiratory Disease Complex) は、
ウイルスおよび細菌などの病原微生物とストレス
などによる免疫状態の変調が複雑に絡み合って発

生し、牛の産業界で最も経済的損失の大きな疾病
（症候群）とされている。馬においてはこの様な病
原体による肺炎は見られないが、馬では長距離の
馬運車輸送において見られる輸送性肺炎が輸送ス
トレスと細菌感染により引き起こされることが知
られており、動物種は異なるものの比較病理学的
に大変興味深い内容の症例であった。
 
２．第101回JPCスライドセミナー
2014-23-2　馬の肝臓　
　提出機関はMassey University（ニュージーラン
ド）で、雄、9か月齢のスポーツホース。肉眼所見と
しては肝臓の大きさは小さく、硬度を増し、全体に
退色していた。肝臓表面は凹凸不整で、実質に直径
0.5-1cmの白色小結節が多数認められた。血中胆
汁酸が62μmol/Lで正常値の0-20μmol/lよりも
高値であった。提出者の組織診断名としては「慢性
で重度の胆管増生、架橋性線維化および顕著なメ
ガロサイトーシスを伴う結節性再生」を提案して
いた。それに対してJPCの組織診断名は「肝臓：開
花性胆管過形成、門脈および架橋性、瀰漫性、重度、
慢性、結節性過形成および肝細胞のメガロサイ
トーシス、壊死および消失を伴う」であった。コメ
ントとしては以下の点について述べられていた。
①今回の症例は肉眼的および組織学的にピリジン
アルカロイド（PAs）中毒の特徴と一致していた。
②PAsは世界中の主にキク科、マメ科、ムラサキ科
植物が保有している。③肝臓でPAsが代謝される
ことで毒性を発現する。④PAsは肝臓では肝細胞
の壊死や細胞分裂障害、静脈障害を引き起こし、そ
の他には発癌性、遺伝毒性、催奇形性が知られてい
る。⑤肝細胞のメガロサイトーシスはPAsの長期
的ないし反復的摂取により、再生性結節を伴う肝
萎縮の場合に最もよく見られる。⑥胆管の過形成
は機能をなくした萎縮肝からの持続的な再生刺激
によって起こると考えらえている。トレーニング
センターで調教されている競走馬ではPAsを含む
植物などを摂食する危険性は少ないと考えられる
が、放牧に出た場合などではその可能性もあるこ
とから、原因不明で斃死した馬の病性鑑定などに
おいて、PAs中毒は注意する必要があるものと考
えられ、本症例の組織標本は大いに参考となる内

容であった。
（片山芳也）
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第26回基礎体力研究所公開研究フォーラム

　日本女子体育大学附属基礎体力研究所は、開所
26年目を迎える研究所であり、社会や地域ととも
に歩み、社会還元ができる研究を実施することを
目標として、「社会と共創する研究の展開」という
テーマを掲げている。今回の公開フォーラムでは、
すでに自身の研究分野を社会活動の中に組み込ん
で研究を行っている講師が招待されていた。

○骨格筋肥大のメカニズムとそのトレーニングへ
の応用

石井直方（東京大学）
　筋トレーニングは、スポーツ現場のみならず、一
般人の健康づくりや、高齢者のサルコペニア予防・
改善のためにも重要と考えられるようになってい
る。筋肥大や筋力増強を目的とするトレーニング
のプログラムに関しては、多くの実践的研究や現
場での経験論に基づいて次のような「標準処方」が
確立しており、高齢者のための基本処方としても
推奨されている：最大強度（最大挙上負荷：1RM）
の80%（80% 1RM）、8回/セット、3セット以上、
2~3回/週。一方、これは「確実に効果を得るための
一般的処方」ではあるが、実施者の身体的状況に応
じた「至適処方」ではない点に注意が必要である。
この問題に対処するためには、トレーニングや脱
トレーニングによる筋肥大や筋萎縮のメカニズム
に基づく、多様なプログラムの開発というアプ
ローチが必要である。アプローチの例として、「ス
ロートレーニング」のメカニズム・効果・現場での
応用例、脱トレーニングのメカニズムを発展的に
応用した長期プログラムの提案、筋トレーニング
と有酸素運動の理想的な組み合わせ方などについ
て紹介されていた。
　石井直方教授は、加圧トレーニングやスロート
レーニングなどで有名な筋肉研究の権威である。

加圧トレーニングとは、上腕部や大腿部をベルト
で絞めて血流を阻害させることによって、軽い負
荷でも筋肥大を引き起こすことができるトレーニ
ング法である。今回紹介された「スロートレーニン
グ」は、ゆっくりと筋トレの動作を行うことによっ
て、パンプアップした筋肉自身によって血流を阻
害し、あたかも加圧トレーニングをしているよう
な状態を作り出すものである。演者の話では、若い
人は通常の高負荷の筋トレをすればいいが、その
ような高負荷のトレーニングができない高齢者や
怪我をした人にとって、低負荷で筋肥大を期待で
きる加圧トレーニングやスロートレーニングは有
用性が高いだろうということであった。
　我々も10年近く前にサラブレッドに対する加
圧トレーニングの応用をトライしたことがある
が、走行中の主動筋である中殿筋や大腿二頭筋な
どに血液を送る動脈に圧力をかけることは非常に
難しく、断念した経緯がある。また、スロートレー
ニングに関しても、演者自ら「ゆっくりと動作をす
る必要があるので、機敏な動作が求められるアス
リートには向かない」と述べられていた。楽チンな
のに効果がすごいというトレーニング法はなかな
かないものである。

○トップアスリートから学ぶスポーツ・コンディ
ショニング

杉田正明（三重大学）
　いよいよ2016年8月にリオデジャネイロオリン
ピックが開幕するが、現在の競技会のレベルアッ
プは極めて著しい。2008年の北京大会では実に
43もの世界新記録、133の五輪新記録が生まれ、
1988年のソウル大会で金メダルを取った国は31
だったが、前回のロンドン大会では2倍近い54の
国が金メダルを獲得している。このことは、多くの

国がスポーツに力を入れはじめ、世界各国がオリ
ンピックでのメダル獲得を国策化してきている背
景がうかがえる。また、アスリートの競技における
「高速度化と高難度化」が進んでいる。陸上や水泳
など、様々な競技における競技タイムが上がると
ともに、体操などの演技系では高難度の技が大幅
に増えている。マラソンの記録は2時間2分台に入
り、短距離ではウサイン・ボルト選手（ジャマイカ）
が驚異的な記録を出している現状がある。こうし
たアスリートの進歩を支えるためには、強度の高
い練習を数多くこなす、すなわちトレーニングの
「高強度化×高ボリューム化」が背景にある。この
ようなトレーニングを良好な状態で継続して行う
ためには、疲労の状態や程度を可視化することお
よび早期に回復させることが重要である。これに
は、日々のコンディションチェックによる体調の
把握や効果的な入浴法・身体冷却法、高気圧カプセ
ルなどのテクノロジーの活用、効果的なサプリメ
ントの利用を含めたリフレッシュや疲労回復の促
進ということがあげられる。
　魚油に多く含まれるエイコサペンタエン酸
（EPA）はオメガ3脂肪酸の１つである。EPAを摂取
すると、赤血球の柔軟性が高まり、毛細血管を通り
やすくなることによって、筋組織への酸素運搬が
改善し、パフォーマンスが向上するのではないか

と考えられている。そのため、アメリカオリンピッ
ク委員会は長距離系陸上種目の代表選手にEPAの
摂取を推奨している。さらにEPA摂取群では運動
24時間後および48時間後の筋炎症が軽減された
（クレアチンキナーゼやインターロイキン-6が低
値を示した）という報告もあり、筋痛を軽減して、
早く回復することによって、より多くのトレーニ
ングができるようになることが期待されている。
オメガ3脂肪酸はすでに競走馬用にサプリメント
として市販されているが、競走馬の世界ではまだ
「炎症抑制や免疫機構強化」という効能があるとい
う程度の認識であり、酸素運搬能やパフォーマン
スの向上につながるという認識はまだあまりな
い。今後我々が何らかの研究を実施する必要があ
るかもしれない。
　その他に疲労回復を促進する手法としては、冷
水（15℃）と温水（38℃）に交互に浸かる交代浴が
紹介されていた（例；冷水2分間→温水2分間を4～
5セット）。演者はシャワーよりも全身浴の方が効
果的だと述べていたが、競走馬への応用を考える
と、厩舎周辺にサラブレッドが入れるサイズの湯
船を２個併設するというのは困難であるため、
シャワーの温度を切り替えるという手法が現実的
だろう。

（向井和隆）

　第204回つくば病理談話会および第101回JPC
スライドセミナーがつくば市の動物衛生研究所で
11月27日に開催され参加した。つくば病理談話会
では動物検疫所、予防衛生協会および共立製薬か
らそれぞれ以下のような症例が提出され活発な討
論がなされた。
・N0.375 牛のMannheimia haemolytica および
Histophilus somni が分離された壊死性線維素性
化膿性気管支肺炎：小室 美南子(動物検疫所門司
支所)
・N0.376 カニクイザルの線維腫症 ：岡林 佐知(予
防衛生協会、霊長類センター)
・N0.377 産卵鶏の趾関節におけるアミロイド沈
着を伴ったMycoplasma synoviae 滑膜炎：萩原 
寛子(共立製薬株式会社)
　またJPCスライドセミナーでは2014-2015 JPC 

Wednesday Slide Conference 15-23の出題組織標
本のなかから9症例が選択され、組織所見のスラ
イド供覧や付された病理診断名に対する討論など
について各担当者から説明がなされた。以下に特
に興味が持たれた症例の概要を記載する。

１．第204回つくば病理談話会提出症例
　N0.375牛のMannheimia haemolyticaおよび
Histophilus somniが分離された壊死性線維素性化
膿性気管支肺炎：小室 美南子(動物検疫所門司支
所)
　提出症例は豪州からの輸入牛、雑種、去勢雄、8
～12カ月齢で検疫中に斃死した症例である。発生
状況および臨床所見としては、豪州から肥育用素
牛として船便で輸入され、2015年8月12日に新門
司検疫場に収容された958頭中の1頭で、入検日翌

日より左前肢の腫脹および水様性下痢を呈し伏臥
状態となった。8月14日には40°C以上の発熱と
起立不能に陥り、呼吸促迫や肺雑音を伴う呼吸器
症状が見られ、状態は改善することなく8月18日
に死亡した。本例の病原検索では肺から
Mannheimia haemolytica、Histophilus somni、
Truepere l la  pyogenesおよびStreptococcus  
agalactiaeが分離された。また肺、縦隔リンパ節、脾
臓、肝臓、腎臓、心臓からはClostridium perfringens
が分離された。剖検所見としては、左前肢の腫脹部
に膿瘍が認められた。肺は壁側胸膜と癒着し、右肺
全域は暗赤色を呈し硬結感のある白色巣が散在し
ていた。
　提出標本は肺で、組織所見としては肺の全域に
中等度の充うっ血と大小の巣状壊死が散見され
た。壊死病巣の中心部は凝固壊死しており、その周
囲に好中球、燕麦様細胞、マクロファージが集簇し
ていた。肺胞腔内には好中球、マクロファージが見
られ、線維素を含む漿液が貯留していた。気管支お
よび細気管支の上皮細胞は壊死・脱落し、内腔には
好中球、細胞頽廃物、菌塊が充満していた。小葉の
間質には好中球、マクロファージ、リンパ球が浸潤
し、出血、線維素析出を伴った水腫性肥厚が認めら
れた。
　免疫染色ではM. haemolyticaの陽性所見が見ら
れる壊死巣とH. somniの陽性所見が見られる壊死
巣が混在し、前者では壊死が強く、後者では炎症細
胞の集簇が強い傾向にあった。またまれに少数の
Mycoplasma bovisの陽性部位も観察された。参加
者からは、この様な混合感染が病理組織学的に観
察されることは珍しく、非常に稀有な症例とのこ
とであった。
　組織診断名としては『牛のMann h e im i a  
h a emo l y t i c a  6型菌、Hi s t o p h i l u s  s omn i、
Mycoplasma bovisなどが関与した壊死性化膿性気
管支肺炎』とされた。また疾病診断名は『牛の
Mannheimia haemolytica 6型菌、Histophilus 
somni、Mycoplasma bovisなどによるBRDC（牛呼吸
器病症候群）』とされた。牛の呼吸器病症候群 
(BRDC：Bovine Respiratory Disease Complex) は、
ウイルスおよび細菌などの病原微生物とストレス
などによる免疫状態の変調が複雑に絡み合って発

生し、牛の産業界で最も経済的損失の大きな疾病
（症候群）とされている。馬においてはこの様な病
原体による肺炎は見られないが、馬では長距離の
馬運車輸送において見られる輸送性肺炎が輸送ス
トレスと細菌感染により引き起こされることが知
られており、動物種は異なるものの比較病理学的
に大変興味深い内容の症例であった。
 
２．第101回JPCスライドセミナー
2014-23-2　馬の肝臓　
　提出機関はMassey University（ニュージーラン
ド）で、雄、9か月齢のスポーツホース。肉眼所見と
しては肝臓の大きさは小さく、硬度を増し、全体に
退色していた。肝臓表面は凹凸不整で、実質に直径
0.5-1cmの白色小結節が多数認められた。血中胆
汁酸が62μmol/Lで正常値の0-20μmol/lよりも
高値であった。提出者の組織診断名としては「慢性
で重度の胆管増生、架橋性線維化および顕著なメ
ガロサイトーシスを伴う結節性再生」を提案して
いた。それに対してJPCの組織診断名は「肝臓：開
花性胆管過形成、門脈および架橋性、瀰漫性、重度、
慢性、結節性過形成および肝細胞のメガロサイ
トーシス、壊死および消失を伴う」であった。コメ
ントとしては以下の点について述べられていた。
①今回の症例は肉眼的および組織学的にピリジン
アルカロイド（PAs）中毒の特徴と一致していた。
②PAsは世界中の主にキク科、マメ科、ムラサキ科
植物が保有している。③肝臓でPAsが代謝される
ことで毒性を発現する。④PAsは肝臓では肝細胞
の壊死や細胞分裂障害、静脈障害を引き起こし、そ
の他には発癌性、遺伝毒性、催奇形性が知られてい
る。⑤肝細胞のメガロサイトーシスはPAsの長期
的ないし反復的摂取により、再生性結節を伴う肝
萎縮の場合に最もよく見られる。⑥胆管の過形成
は機能をなくした萎縮肝からの持続的な再生刺激
によって起こると考えらえている。トレーニング
センターで調教されている競走馬ではPAsを含む
植物などを摂食する危険性は少ないと考えられる
が、放牧に出た場合などではその可能性もあるこ
とから、原因不明で斃死した馬の病性鑑定などに
おいて、PAs中毒は注意する必要があるものと考
えられ、本症例の組織標本は大いに参考となる内

容であった。
（片山芳也）
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　日本女子体育大学附属基礎体力研究所は、開所
26年目を迎える研究所であり、社会や地域ととも
に歩み、社会還元ができる研究を実施することを
目標として、「社会と共創する研究の展開」という
テーマを掲げている。今回の公開フォーラムでは、
すでに自身の研究分野を社会活動の中に組み込ん
で研究を行っている講師が招待されていた。

○骨格筋肥大のメカニズムとそのトレーニングへ
の応用

石井直方（東京大学）
　筋トレーニングは、スポーツ現場のみならず、一
般人の健康づくりや、高齢者のサルコペニア予防・
改善のためにも重要と考えられるようになってい
る。筋肥大や筋力増強を目的とするトレーニング
のプログラムに関しては、多くの実践的研究や現
場での経験論に基づいて次のような「標準処方」が
確立しており、高齢者のための基本処方としても
推奨されている：最大強度（最大挙上負荷：1RM）
の80%（80% 1RM）、8回/セット、3セット以上、
2~3回/週。一方、これは「確実に効果を得るための
一般的処方」ではあるが、実施者の身体的状況に応
じた「至適処方」ではない点に注意が必要である。
この問題に対処するためには、トレーニングや脱
トレーニングによる筋肥大や筋萎縮のメカニズム
に基づく、多様なプログラムの開発というアプ
ローチが必要である。アプローチの例として、「ス
ロートレーニング」のメカニズム・効果・現場での
応用例、脱トレーニングのメカニズムを発展的に
応用した長期プログラムの提案、筋トレーニング
と有酸素運動の理想的な組み合わせ方などについ
て紹介されていた。
　石井直方教授は、加圧トレーニングやスロート
レーニングなどで有名な筋肉研究の権威である。

加圧トレーニングとは、上腕部や大腿部をベルト
で絞めて血流を阻害させることによって、軽い負
荷でも筋肥大を引き起こすことができるトレーニ
ング法である。今回紹介された「スロートレーニン
グ」は、ゆっくりと筋トレの動作を行うことによっ
て、パンプアップした筋肉自身によって血流を阻
害し、あたかも加圧トレーニングをしているよう
な状態を作り出すものである。演者の話では、若い
人は通常の高負荷の筋トレをすればいいが、その
ような高負荷のトレーニングができない高齢者や
怪我をした人にとって、低負荷で筋肥大を期待で
きる加圧トレーニングやスロートレーニングは有
用性が高いだろうということであった。
　我々も10年近く前にサラブレッドに対する加
圧トレーニングの応用をトライしたことがある
が、走行中の主動筋である中殿筋や大腿二頭筋な
どに血液を送る動脈に圧力をかけることは非常に
難しく、断念した経緯がある。また、スロートレー
ニングに関しても、演者自ら「ゆっくりと動作をす
る必要があるので、機敏な動作が求められるアス
リートには向かない」と述べられていた。楽チンな
のに効果がすごいというトレーニング法はなかな
かないものである。

○トップアスリートから学ぶスポーツ・コンディ
ショニング

杉田正明（三重大学）
　いよいよ2016年8月にリオデジャネイロオリン
ピックが開幕するが、現在の競技会のレベルアッ
プは極めて著しい。2008年の北京大会では実に
43もの世界新記録、133の五輪新記録が生まれ、
1988年のソウル大会で金メダルを取った国は31
だったが、前回のロンドン大会では2倍近い54の
国が金メダルを獲得している。このことは、多くの

国がスポーツに力を入れはじめ、世界各国がオリ
ンピックでのメダル獲得を国策化してきている背
景がうかがえる。また、アスリートの競技における
「高速度化と高難度化」が進んでいる。陸上や水泳
など、様々な競技における競技タイムが上がると
ともに、体操などの演技系では高難度の技が大幅
に増えている。マラソンの記録は2時間2分台に入
り、短距離ではウサイン・ボルト選手（ジャマイカ）
が驚異的な記録を出している現状がある。こうし
たアスリートの進歩を支えるためには、強度の高
い練習を数多くこなす、すなわちトレーニングの
「高強度化×高ボリューム化」が背景にある。この
ようなトレーニングを良好な状態で継続して行う
ためには、疲労の状態や程度を可視化することお
よび早期に回復させることが重要である。これに
は、日々のコンディションチェックによる体調の
把握や効果的な入浴法・身体冷却法、高気圧カプセ
ルなどのテクノロジーの活用、効果的なサプリメ
ントの利用を含めたリフレッシュや疲労回復の促
進ということがあげられる。
　魚油に多く含まれるエイコサペンタエン酸
（EPA）はオメガ3脂肪酸の１つである。EPAを摂取
すると、赤血球の柔軟性が高まり、毛細血管を通り
やすくなることによって、筋組織への酸素運搬が
改善し、パフォーマンスが向上するのではないか

と考えられている。そのため、アメリカオリンピッ
ク委員会は長距離系陸上種目の代表選手にEPAの
摂取を推奨している。さらにEPA摂取群では運動
24時間後および48時間後の筋炎症が軽減された
（クレアチンキナーゼやインターロイキン-6が低
値を示した）という報告もあり、筋痛を軽減して、
早く回復することによって、より多くのトレーニ
ングができるようになることが期待されている。
オメガ3脂肪酸はすでに競走馬用にサプリメント
として市販されているが、競走馬の世界ではまだ
「炎症抑制や免疫機構強化」という効能があるとい
う程度の認識であり、酸素運搬能やパフォーマン
スの向上につながるという認識はまだあまりな
い。今後我々が何らかの研究を実施する必要があ
るかもしれない。
　その他に疲労回復を促進する手法としては、冷
水（15℃）と温水（38℃）に交互に浸かる交代浴が
紹介されていた（例；冷水2分間→温水2分間を4～
5セット）。演者はシャワーよりも全身浴の方が効
果的だと述べていたが、競走馬への応用を考える
と、厩舎周辺にサラブレッドが入れるサイズの湯
船を２個併設するというのは困難であるため、
シャワーの温度を切り替えるという手法が現実的
だろう。

（向井和隆）
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　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）
　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先
〒329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所
「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@equinst.go.jp
電話：0285-44-0090（代表）
ファクシミリ：0285-44-5676
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石川裕博、笠嶋快周、片山芳也、近藤高志
酒井哲志、高橋敏之、羽田哲朗、眞下聖吾
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電話　0285-44-0090（代）
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〒320-0061　栃木県宇都宮市宝木町1丁目28番11号
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