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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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研究レポート

気候の異なる条件下で飼育した雌雄サラブレッド種
育成馬の成長と内分泌機能変化の比較

水上寛健1）*・鈴木　毅2）・南保泰雄3, 4）・石丸睦樹5）**・内藤裕司6）・頃末憲治7）
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

要約

　気候の異なるJRA日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した雌雄サラブレッドの成長と内分泌機能に
ついて比較した。2003年から2010年に生まれた雌雄サラブレッドを用いた。ウマは、1歳の9月から2歳
の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場あるいは宮崎育成牧場で飼育した。成長の指標としては、体重、体
高、胸囲、管囲を1ヶ月に1回測定した。内分泌機能の指標としては、プロラクチン、黄体形成ホルモン

（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェステロン、テストステロおよ
びエストラジオール-17βの血中濃度を測定した。成長に関しては、雌雄ともに7か月間の体重、体高、胸
囲、管囲の4項目の全てにおいて宮崎育成牧場で育成した馬（宮崎育成馬）が日高育成牧場で育成した馬

（日高育成馬）よりも増加率が有意に高い値を示した。内分泌機能に関しては、雄では、宮崎育成馬がLH、 
FSH、テストステロン、エストラジオール-17β及びIGF-1の血中濃度が日高育成馬に比べて高い傾向を
示したことから、宮崎育成馬が成長ホルモン（GH）・IGF-1軸と性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）・
LH/FSH・精巣軸の活性が高いと推察された。雌では、血中エストラジオール-17β濃度が宮崎育成馬で
高い傾向を示した。排卵時期に関しては、日高育成馬では、12頭中2頭（16.7％）が、宮崎育成馬では、18
頭中7頭（38.9％）が4月以前に排卵したと推定された。以上の結果から、雌雄ともに宮崎育成馬が日高育
成馬よりも身体と性腺の成長が早いことが判明した。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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図1　サラブレッド種の成長に関する測定項目
(a)体高、(b)胸囲、(c)管囲

図2
JRA日高育成牧場(□;Hidaka)と宮崎育成牧場(■;Miyazaki)で1 
歳9 月から2 歳3 月まで育成したサラブレッド種、雄馬(A)と雌
馬(B)の体重（Weight）、体高（Height）、胸囲（Girth）および管囲
（Cannon）の増加率の比較。結果は平均±SEM で示した。＊は
Student-t 検定による有意差を示した（P<0.05)。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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図3
JRA日高育成牧場(□;Hidaka)と宮崎育成牧場(■;Miyazaki)で1 
歳9 月から2 歳3 月まで育成したサラブレッド種雄馬における
体重(A)、体高(B)、胸囲(C)、管囲(D)の各月増加率。結果は平均±
SEM で示した。＊はStudent-t 検定による有意差を示した
（P<0.05)。

図4
JRA日高育成牧場(□;Hidaka)と宮崎育成牧場(■;Miyazaki)で1 
歳9 月から2 歳3 月まで育成したサラブレッド種、雌馬におけ
る体重(A)、体高(B)、胸囲(C)、管囲(D)の各月増加率。結果は平均
±SEM で示した。＊はStudent-t 検定による有意差を示した
（P<0.05)。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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図5
JRA日高育成牧場(○;Hidaka)と宮崎育成牧場(●;Miyazaki)で1 
歳9 月から2 歳3 月まで育成したサラブレッド種、雄馬におけ
る血中プロラクチン(Prolactin; a)、黄体形成ホルモン（LH; b)、卵
胞刺激ホルモン（FSH; c)、インスリン様成長因子（IGF-1; d)、テ
ストステロン(Testosterone; e)、エストラジオール(Estradiol-17
β；f) 濃度の月別変化。結果は平均±SEM で示した。月は月名の
イニシャルで示した。

図6
JRA日高育成牧場(○;Hidaka)と宮崎育成牧場(●;Miyazaki)で1 
歳9 月から2 歳3 月まで育成したサラブレッド種、雌馬におけ
る血中プロラクチン(Prolactin; a)、黄体形成ホルモン（LH; b)、卵
胞刺激ホルモン（FSH; c)、インスリン様成長因子（IGF-1; d)、プ
ロジェステロン(P roges te rone ;  e )、エストラジオール
(Estradiol-17β；f) 濃度の月別変化。結果は平均±SEM で示し
た。月は月名のイニシャルで示した。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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図7
日本の日高地域(○ ; Hidaka)と宮崎地域(●; Miyazaki)における
年間の温度（Temperature; A, ℃）と日照時間（Daylight; B, h）の
月別変化。結果は平均値で示した。月は月名のイニシャルで示
した。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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正確に比較した報告はない。本研究では、日本で生
産されたサラブレッドの成長に及ぼす気候の影響
を明らかにする目的で、1歳の秋から2歳の春まで
の7ヶ月間の育成期を、気温の暖かい宮崎育成牧
場と気温の寒い日高育成牧場で育成した雌雄サラ
ブレッドの体重、体高、胸囲、管囲の4項目を成長
の指標として比較した。また、成長を促進するホル
モンであるインシュリン様成長因子（IGF-1）の血
中濃度を測定した。さらに、性腺機能を促進する3
種類の下垂体性性腺刺激ホルモン[プロラクチン、
黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）]
および性腺から分泌される3種類のステロイドホ
ルモン（プロジェステロン、テストステロン、エス
トラジオール-17β）の血中濃度を測定して雌雄の
性腺機能を比較した。

材料および方法
供試馬
　成長に関する解析には、2003年から2010年に
生まれたサラブレッド種309頭（雄161頭、雌148
頭）を用いた。雌雄ウマともに2群に分け、1歳の9
月から2歳の4月までの7ヶ月間を日高育成牧場

（雄81頭、雌73頭）あるいは宮崎育成牧場（雄80
頭、雌75頭）で飼育した。内分泌学的解析に関して
は、2007年に生まれたサラブレッド36頭を用い
12頭（雄6頭、雌6頭）を日高育成牧場で、24頭（雄
12頭、雌12頭）を宮崎育成牧場で飼育した。2008
年9月から2009年4月まで、月に1回頸静脈から採
血した。雌ウマの排卵時期の解析には、2007年と
2008年に生まれた30頭（日高育成牧場12頭、宮崎
育成牧場18頭）を用いた。実験開始時、ウマは19ヶ
月齢から22ヶ月齢であった。
　日高育成牧場と宮崎育成牧場の育成状況をそろ
えるために、餌と運動時間はできる限り統一した。
日高育成牧場と宮崎育成牧場で飼育した育成馬に
は、乾草、嚥麦、大麦、配合飼料（日本農産工業株式
会社製のエースレーションとパワーマックス）を
基本飼料として与え、可消化エネルギーを調整し
た。餌は、6時（朝飼）、12時（昼飼）、16時（夕飼）およ
び20時（夜飼）の4回与えた。冬季には、宮崎育成牧
場では草のある放牧場に1時間～2時間、日高育成
牧場では乾草を入れたパドックに同様な時間放牧

した。運動については、両牧場ともに騎乗運動時間
は、約1時間で、速歩と駈歩は20分間程度行い、そ
の他にウオーキングマシンによる常歩運動を約
30分間行った。

成長の指標
　成長の指標として、体重、体高、胸囲および管囲
を1ヶ月に1回測定した（図1）。成長を比較する目
的で、4種類の指標の7ヶ月間の増加率を算出した

（図2）。また、雌雄ウマの月別増加率を算出した
（図3、図4）。

内分泌学的解析
　1歳の9月から2歳の4月まで、月1回頸静脈から
ヘパリン加採血管を用いて採血し、血中プロラク
チン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン

（FSH）、インスリン様成長因子（IGF-1）、プロジェ

ステロン、テストステロン及びエストラジオール
-17β濃度を測定した。

排卵日の推定
　雌ウマの血中プロジェステロン濃度が、1ng/mL
あるいは1ng/mL以上の値を示した7日前を排卵

日と推定した[10, 11]。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、Na t i o n a l  
Hormone and Pituitary Program、NIDDK、NIH、
(Torrance, CA USA)から提供を受けた馬用二抗体
法ラジオイムノアッセイによって測定した[5]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗馬プロ
ラクチン血清（AFP-261987）、標識用および標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 馬 プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗馬LH血清（AFP-2405080）、標識用およ
び標準ホルモンとして精製馬LH (AFP-50130A)を
用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗馬FSH
血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホルモン
として精製馬FSH (AFP-5022B) を用いた。測定内
および測定間変動は、プロラクチンが7.1% と 
9.8%、LHが 12.56% と15.06%、FSHが 4.9%と
12.2% であった。IGF-1 は、NIDDK, NIH から提供
を受けたヒト用二抗体法ラジオイムノアッセイに
よって測定した[3]。第一抗体には、抗ヒトIGF-1血
清(AP 4892898)、標識用および標準ホルモンとし
て精製ヒトIGF-1 (Lot#090701) を用いた。測定内
および測定間変動は、2.7% と14.8%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、ヨード125で標識したホルモ
ンを用いた二抗体法ラジオイムノアッセイによっ
て測定した[13]。第一抗体としては、抗プロジェス
テロン血清（GDN 337）[8]、 抗テストステロン血
清（GDN 250）[7]、抗エストラジオール-17β 血清

（GDN 244）[9]を用いた。測定内および測定間変動
は、プロジェステロンが 7.3%と14.3% テストステ
ロンが 6.3%と7.2% 及びエストラジオール-17β
が 6.7%と17.8% であった。 

統計処理
　平均値全ての結果は、平均値± 標準誤差 (SEM)
で示した。体重、体高、胸囲および管囲の2点間の
比較には、F-test の後Student’s t-testを用いた。ホ
ルモン濃度の比較には、二元配置の分散分析の後
post-hoc テスト（Bonferroni post test）を用いた。  
P < 0.05 で統計的に有意と判定した。

結果
成長率
　成長に関する4つの指標（体重、体高、胸囲、管
囲）の7ヶ月間の平均増加率を図2に示した。また、
雌雄ウマの1ヶ月ごとのそれぞれの指標の平均増
加率を図3（雄）と図4（雌）に示した。1歳の9月から
2歳の3月までの7ヶ月間の体重、体高、胸囲及び管
囲の平均増加率は、雌雄ともに宮崎育成馬が日高
育成馬に比べて有意な高値を示した（図 2）。雄ウ
マの隔月増加率は、体重では、11月、1月、体高で
は、10月、12月、1月、胸囲では、10月、管囲では、10
月、12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育
成馬に比べて有意な高値を示した（図3）。雌ウマ
の隔月増加率は、体重では、11月～2月、体高では、
10月～1月、胸囲では、10月、2月、管囲では、10月、
12月、2月、3月において、宮崎育成馬が日高育成馬
に比べて有意な高値を示した（図4）。

内分泌変化
　雄ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
5に示した。血中プロラクチン濃度は、9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示し、10
月から4月までは、日高育成馬が宮崎育成馬より
も高い傾向を示したが両群間で有意差は認められ
なかった。10月から2月までは、両群ともに低値で
経過し3月から4月に上昇した。（図5a）。血中LH濃
度は、9月から1月まで両群ともに低値を示した
が、宮崎育成馬では2月から日高育成馬では3月か
ら上昇した。血中LH濃度は、2月以降は、宮崎育成
馬の方が高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。（図5b）。血中FSH濃度は、両群ともに9月～
4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育成馬が日
高育成馬に比べて高い傾向を示したが有意差は認
められなかった（図5c）。血中IGF-1濃度は、両群と
もに9月～4月まで一定のレベルで推移し、宮崎育
成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図5d）。血中テストステ
ロン濃度は、宮崎育成馬では、9月と10月は、低値
を示し、11月から4月まで緩やかに上昇した。日高
育成馬では、9月から2月までは低値を示したが、3
月から4月まで上昇した。血中テストステロン濃
度は、12月以降は、宮崎育成馬が日高育成馬に比

べて高い傾向を示したが有意差は認められなかっ
た（図5e）。血中エストラジオール-17β濃度は、宮
崎育成馬では11月から4月まで、日高育成馬では
12月から4月まで緩やかに上昇した。10月から4
月まで、宮崎育成馬が日高育成馬に比べて高い傾
向を示したが有意差は認められなかった（図5f）。
　雌ウマの6種類の血中ホルモン濃度の変化を図
6に示した。血中プロラクチン濃度は9月では、宮
崎育成馬が日高育成馬よりも高い傾向を示した
が、有意差は認められなかった。両群ともに10月
から2月まで低値で経過した。宮崎育成馬では3月
から、日高育成馬では2月から上昇を示し、日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが有
意差は認められなかった（図6a）。血中LH濃度は、9
月では、日高育成馬が宮崎育成馬よりも高い傾向
を示したが、有意差は認められなかった。両群とも
に11月まで低値を示し、12月から緩やかに上昇し
た。日高育成馬が3月と4月に高い傾向を示した
が、個体差が大きく有意差は認められなかった。

（図6b）。血中FSH濃度は、両群ともに12月と1月で
高い傾向を示したが、両群間で有意差は認められ
なかった（図6c）。血中IGF-1濃度は、両群とも10月

から4月まで大きな変動を示さなかった。日高育
成馬が宮崎育成馬に比べて高い傾向を示したが、
有意差は認められなかった（図6d）。血中プロジェ
ステロン濃度は、9月では、宮崎育成馬が日高育成
馬よりも高い傾向を示したが有意差は認められな
かった。両群ともに11月から3月まで低値で経過
し、4月に上昇したが、両群間で有意差は認められ
なかった。（図6e）。血中エストラジオール-17β濃
度は、両群ともに10月から1月までは低値で経過
したが、2月から上昇した。10月から3月まで、宮崎
育成馬が日高育成馬に比べて高い傾向を示したが
両群間で有意差は認められなかった。（図6f）。

排卵時期
　雌ウマで、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した個体を排卵黄体を有するも
のと判断し、血中プロジェステロン濃度が、
1ng/mL以上を示した日の7日前を排卵日と推定
した。その結果、日高育成馬では、12例中2例

（16.7％）、宮崎育成馬では、18例中7例（38.9％）が
4月以前に排卵したと推察された。

考察
　本研究では、南国の九州に位置する宮崎育成牧
場と北国の北海道に位置する日高育成牧場で、1
歳後半から2歳前半までの7ヶ月間を飼育した雌
雄サラブレッドを用いて、成長と性腺機能につい
て内分泌学的に解析した。成長に関しては、成長の
指標として体重、体高、胸囲、管囲の4項目の増加
率を7年間調べた結果を解析した。内分泌機能に
関しては、6種類の血中ホルモン濃度を測定して
比較した。性腺機能は、生殖関連ホルモンの変化か
ら推察した。
　成長に関しては、宮崎育成牧場で飼育したサラ
ブレッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッ
ドに比べて雌雄ともに体重、体高、胸囲、管囲のす
べての項目において増加率が高いことが明らかと
なった。雄では、宮崎育成牧場で飼育したサラブ
レッドは、日高育成牧場で飼育したサラブレッド
に比べて成長促進ホルモンであるIGF-1の血中濃
度が高い傾向を示した。IGF-1は、成長ホルモンの
刺激により主に肝臓から分泌され成長を促進する
ホルモンであることから、宮崎育成牧場で飼育し
た雄サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄
サラブレッドに比べて視床下部・下垂体軸の成長
ホルモン分泌活性が高いと推察された。また、宮崎
育成牧場で飼育した雄サラブレッドは、日高育成
牧場で飼育した雄サラブレッドに比べて精巣から
分泌される血中テストステロンとエストラジオー
ル-17β濃度が高く、下垂体から分泌される2種類
の性腺刺激ホルモン（LHと FSH）の血中濃度も高
い傾向が認められた。テストステロンは、蛋白質同
化ホルモンであり、筋肉量を増加させるホルモン
である[1, 6]ことから、宮崎育成牧場で飼育した雄
サラブレッドは、日高育成牧場で飼育した雄サラ
ブレッド種に比べて、性腺刺激ホルモン（LHと 
FSH）の分泌開始時期が早いことが、精巣機能の早
期賦活を誘導してテストステロンとエストラジ
オール-17βの分泌を亢進して成長の促進にも繋
がったと推察された。我々は過去の報告［4］にお
いて、成熟雄サラブレッドでは、春から夏の繁殖季
節に血中IGF-1濃度が上昇することから、成長ホル
モンの分泌は、日照時間の長い長日期に分泌が亢
進することを明らかにした。本研究において、1歳

から2歳の雌雄サラブレッドで測定したIGF-1の血
中濃度は、過去に成熟馬で測定したレベルと同レ
ベルであった[2-4]。また、IGF-1のリセプターが雄
馬の精巣のLeydig細胞に局在することが証明され
ており、レセプター数が春機発動後に増加するこ
とが報告されている[14]。
　本研究における血中生殖関連ホルモン濃度の測
定結果から、雌サラブレッドも宮崎育成牧場で飼
育したサラブレッドが、日高育成牧場で飼育した
サラブレッドに比べて発育が早く、卵巣機能も促
進されていることが明らかになった。雌ウマでは、
卵巣の成熟卵胞の顆粒層細胞からエストラジオー
ル-17βが分泌されることから宮崎育成牧場で飼
育した雌サラブレッドは、日高育成牧場で飼育し
た雌サラブレッドに比べて血中エストラジオール
-17β濃度が高い傾向であることも、卵巣での卵胞
発育の促進を示す結果であろうと推察された。さ
らに、宮崎育成牧場で飼育したサラブレッドは、日
高育成牧場で飼育したサラブレッドに比べて排卵
時期が早いことが明らかとなった。しかし、血中
IGF-1や性腺刺激ホルモン濃度には、日高育成馬と
宮崎育成馬で明らかな差は認められなかった。今
後各種ホルモンの分泌パターンなどの詳細な検討
が必要である。
　ウマは、長日性季節繁殖動物であることから、照
明時間が長くなると視床下部・下垂体系が賦活さ
れる。気象庁の調査報告（図7）によると宮崎地域

では、日高地域に比べて冬季には、約1時間日照時
間が長いことが報告されていることから、この日
照時間の違いが宮崎育成馬の成長と性腺機能の早
期発育に影響しているものと推察される。また、宮
崎地域では日高地域に比べて年間の平均気温も約
10℃高いことが報告されている。ウマの成長や性
腺機能と気温の関係については、明らかではない
が、この気温の違いも育成馬の成長と性腺機能に
何らかの影響があることが推察される。
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緒論
　ウマは典型的な長日性季節繁殖動物であり、日
本では春から夏に繁殖期を迎え、雄は精巣で精子
形成が盛んになり、雌では周期的な排卵が繰り返
される[4, 5, 10-12]。サラブレッドの交配も春に行

われ、出産も春から夏に集中する。近年日本では、
多くのサラブレッド種の生産と育成が北海道で行
われている。以前から日本では、気候の温暖な南国
の方が冬期に厳寒期を迎える北国に比べてウマの
成長が良いことが知られている。しかしこれまで

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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競走馬におけるニューモシスチス肺炎の１例

上野孝範１）・丹羽秀和１）・木下優太１）・片山芳也１）・帆保誠二２）*

導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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要旨

　ニューモシスチス肺炎は、免疫低下状態の動物が日和見感染する、呼吸器感染症である。ウマにおい
ては、ニューモシスチス肺炎は主に子馬に認められ、しばしば急速に悪化する。症例のサラブレッド競
走馬（３歳、牡）は、３週間にわたり呼吸器症状を呈し、抗生剤を用いた治療に反応しなかった。剖検では
肺において、黄褐色で多発性の硬結病変が散在性に認められ、鏡検では、膠原線維の増生により肥厚し
た肺胞壁と、炎症細胞の浸潤が観察された。グロコット染色下では、Pneumocystis cariniiのシストに似た
形態を持つ黒褐色の酵母様構造物が肺胞内に多数認められ、剖検前に採取された気管支肺胞洗浄液

（Bronchoalveolar lavage fluid, BALF）においても、同様の真菌を貪食したマクロファージが観察され
た。また、BALFと肺組織のサンプルを用いてNested PCRを実施したところ、ニューモシスチス属に特異
的な増幅産物が得られた。18S rRNA遺伝子配列に基づいた系統解析では、BALFから得られた菌体は、多
種の動物から分離されたニューモシスチス属と関係があり、特にフェレット由来のP. cariniiと近縁であ
ることが明らかとなった。今回報告する症例は、慢性肺病変を伴う若馬において認められた、希少な
ニューモシスチス肺炎例である。
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*現 鹿児島大学共同獣医学部臨床獣医学講座産業動物内科学
※ この論文は、Journal of Equine Veterinary Science. 2014. 34 (2) に掲載された論文を一部改変し和訳したものである。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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図1
肺。大型化した肺胞マクロファージの浸潤が顕著であり、肺胞
腔の一部で好酸性滲出物が認められた。ヘマトキシリン・エオ
ジン染色。スケールバー＝50μm。（右上図）肺胞において、Ⅱ型
肺胞上皮細胞が顕著に腫大・増生し（矢印）、肺胞壁の肥厚が認
められた。ヘマトキシリン・エオジン染色。スケールバー＝20μ
m。

図2
肺。肺胞壁は、赤染された膠原線維の増生と、炎症細胞の浸潤に
より肥厚していた。エラスチカ・ワンギーソン染色。スケール
バー＝100μm。

図3
肺。P. cariniiに類似した酵母様構造体が、肺胞上皮と肺胞腔内に
認められた。グロコット染色。スケールバー＝50μm。（右上図）
大型化した肺胞マクロファージの細胞質内に、菌体が散見され
た。グロコット－ヘマトキシリン・エオジン重染色。スケール
バー＝25μm。

図4
気管支肺胞洗浄液の塗抹標本。菌体を貪食したマクロファージ
を認めた。グロコット－ヘマトキシリン・エオジン重染色。ス
ケールバー＝20μm。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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研究レポート

サラブレッド育成馬の性腺機能と
被毛の変化に及ぼす光線処理の効果
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要約

　雌雄サラブレッドに1歳の冬から2歳の春にかけて光線処理を実施し、性腺機能、被毛の変化と内分泌
変化に及ぼす影響を調べた。日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場で飼育されていたサラブレッド種62
頭（雄31頭、雌31頭）を用い、30頭（雄15頭、雌15頭）については12月20日から4月10日までの４ヶ月間
光線処理を実施し、残りの32頭は対照群として自然光のみで飼育した。光線処理は、馬房内天井付近に
100ワット白色電球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条件を人為的に作出した。実験期間中
は毎月1回採血するとともに、56頭については2歳の1月及び4月に被毛の評価を行った。内分泌学的変
化を調べるために、プロラクチン、黄体形成ホルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、インヒビン、テス
トステロン、エストラジオール－17β、プロジェステロンの血中濃度を測定した。被毛については1月で
は両群間に差は認められなかったが、4月では光線処理群は対照群と比べて被毛が冬毛から夏毛に変化
する明らかな効果を示した。血中ホルモン濃度については、雄の光線処理群では1月から血中プロラク
チン、FSH、インヒビン、テストステロン濃度が対照群と比較して有意な高値を示した。血中LH濃度は光
線処理群で上昇する傾向が認められた。雌の光線処理群では血中プロラクチン、インヒビン、LH、エスト
ラジオール-17Β 、プロジェステロン濃度が1月から4月までの間に有意に高い値を示したが、血中FSH
濃度は1月にのみ対照群が光線処理群よりも有意に高い値を示した。また、雌では光線処理群で排卵日
の早期化が認められた。以上の結果から、育成期のサラブレッドに光線処理を実施することによって被
毛を冬毛から夏毛に変化させる効果があることが判明した。これらの効果は、光線処理により分泌量が
増加したプロラクチンの作用であろうと推察された。光線処理により育成馬でも視床下部・下垂体・性
腺軸が刺激され、雌では排卵時期が早くなることが判明した。光線処理により馬体に起きた変化は、生
理的レベルの変化であり、安全かつ簡便な方法であることから馬の育成管理上有益な方法であろうと
推察された。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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Fig.  1
サラブレッド種雄育成馬の1歳10月から2歳4月までの光線処
理群(EP;○)と対照群(Control；●)の血中プロラクチン(a)、黄体
形成ホルモン（LH；b)、卵胞刺激ホルモン（FSH；c)、インヒビン
(d)、テストステロン(e)及びエストラジオール-17β　(f)濃度の
変化。結果は、平均±標準誤差で示した。月は、月名のイニシャ
ルで表した。＊P<0.05。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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Fig.  2
サラブレッド種雌育成馬の1歳10月から2歳4月までの光線処
理群(EP;○)と対照群(Control；●)の血中プロラクチン(a)、黄体
形成ホルモン（LH；b)、卵胞刺激ホルモン（FSH；c)、インヒビン
(d)、エストラジオール-17β　(e)及びプロジェステロン（f） 濃
度の変化。結果は、平均±標準誤差で示した。月は、月名のイニ
シャルで表した。＊P<0.05。

Fig.  3
各サラブレッド種雌育成馬の1歳10月から2歳4月までの対照
群(Control; a、b)及び光線処理群(Extended Photoperiod; c、d)
の血中黄体形成ホルモン（LH；a, c)とプロジェステロン濃度(b, 
d)の変化。月は、月名のイニシャルで表した。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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Fig.  4
サラブレッド種雌雄育成馬2歳4月時点の光線処理群(Extended 
Photoperiod; A, C)と対照群(Control; B, D)の代表的な雄(A、B)と
雌(C、D)の被毛状態の比較。

Fig.  5
サラブレッド種雌雄育成馬における光線処理群(EP；□)と対照
群(Control; ■)の2歳1月(A)及び4月(B)の被毛評価点の比較。結
果は、平均±標準誤差で示した。*P<0.05。
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導入
　ニューモシスチス属は、古生子嚢菌類、子嚢菌門
に属する真菌であり、免疫低下状態の動物におい
ては、肺の日和見感染症の原因となる。ヒトにおけ
るヒト免疫不全ウイルス感染や子豚における豚
サーコウイルス２型感染は、免疫機能を障害し、
ニューモシスチスの感受性を高めることが知られ
ている[1, 2]。ウマにおけるニューモシスチス肺炎
についての報告は数例あるが、これら報告のほと
んどは、６ヶ月齢以下の子馬における発生に関す
るものであり[3-9]、成馬での報告は１例に留まる
[10]。この報告では、ニューモシスチス肺炎に罹患
した若馬について、病理学的および病原学的所見

を示す。

症例
　症例の競走馬（サラブレッド、３歳、牡）は、直腸
温の上昇（39.0℃）を主訴に診療所を受診した。同
馬は１週間前から微熱を呈していたが、受診する
まで通常の調教を受けていた。初診時の身体検査
において、肺音異常と、抹消白血球数の増加

（14,800/mm3）が認められた。臨床的に感染性の
気道疾患が疑われたため、セファロチン（8時間ご
とに10g静脈投与）を用いた抗生剤治療が開始さ
れた。血液生化学的検査は、血清グロブリン値

（3.4g/dL）を含め正常であった。胸部のX線検査で

緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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は、網目状、すりガラス様陰影が認められた。動脈
血ガスの計測値は、全て正常範囲内であった

（PaO2；91.1mmHg、PaCO2；41.2mmHg、pH；
7.422）。内視鏡検査では、気管内に異常は認めら
れなかった。肺胞洗浄液（BALF）からは、病原細菌
は分離されず、肺胞洗浄液内の体細胞数も正常範
囲内であった。第５病日からミノサイクリン（12
時間毎1g静脈投与）、第８病日からホスホマイシ
ン（12時間毎10g静脈投与）の投与を追加した。治
療は３週間継続したが、臨床状態の改善が乏しく、
また経済的な理由もあり、症例は安楽死処置のの
ち剖検に供された。
　剖検において、肺は重量を増し含気に乏しく、黄
褐色の多発性病変が散在性に認められた。病変部
は硬結感を呈し、肺胞構造は不明瞭であった。ま
た、病変部の割面は充実性であり、浸出液は認めら
れなかった。なお、他の臓器に著変は認められな
かった。採取した臓器は20％緩衝ホルマリン溶液
で固定し、常法に従ってパラフィン包埋した。組織
を厚さ３μmに薄切し、ヘマトキシリン・エオジン
染色、エラスチカ・ワンギーソン染色、およびグロ
コット染色を行った。鏡検において肺組織では、僅
かに含気を認めるのみであったが、正常な構造を
保つ組織も一部で見られた。肺胞内では、大型化し
た肺胞内マクロファージの集簇巣が顕著に認めら
れ、一部で好酸性の滲出物が貯留していた。Ⅱ型肺
胞上皮細胞は腫大・増生し（図１）、肺胞壁は膠原線

維の増生およびマクロファージ、リンパ球、好中球
の浸潤により肥厚していた。グロコット染色標本
では、肺胞上皮細胞上や肺胞内において、直径５～
８μmの黒褐色酵母様のPneumocystis cariniiのシ
ストに類似した構造物が多数認められ、大型化し
た肺胞マクロファージは、これらの菌体を細胞内
に複数含んでいた。肺胞洗浄液の塗抹標本につい
てグロコット染色を行ったところ、一部マクロ
ファージが菌体を貪食している像が認められた。
リンパ器官を含む他臓器においては、病理組織学
的に著変は認められなかった。
　BALFと肺組織に認められたP. cariniiを特定する
ために、5S rRNAサブユニットを標的とした、
ニューモシスチス種に特異的なNested PCRを
行った。標本のDNAは、市販の血液・組織キット

（DNeasy、Qiagen社、ドイツ）を用いて抽出した。
Boondirekeらの報告 [11]に準じ、プライマーは
pAz102-H/pAz102EとpAz102-X/pAz102Yを用
いた。PCRの反応条件は、熱変性94℃・30秒間、ア
ニーリング52℃・60秒間、伸長反応72℃・60秒間
とし、40サイクル実施した。また、サイクル前に
94℃・5分間の熱変性、サイクル後に72℃・5分間
の伸長反応も行った。PCRの結果、BALFと肺組織
の両方から、ニューモシスチス特有の遺伝子産物
が得られた。
　さらに、18S rRNA塩基配列に基づいた系統解析
を行い、症例から分離されたP. cariniiの分類学的
な位置を類別した。これにはBALFと肺組織から得
られたサンプルを用い、Keelyらの報告 [12]に準じ
てPCRを行い、真核生物の18S rRNAをエンコード
するDNAを増幅した。PCR産物はBALFのサンプル
から得られたが、肺組織からは得られなかった。増
幅産物は民間試験所（㈱ファスマック、厚木市）で
ダイレクトシークエンスを行い、1,714対の塩基
配列が得られた（GenBank No.AB812895）。既知の
近隣種を含む系統樹は、Genetyx-Tree（㈱ゼネ
ティックス、東京）を用いて近隣結合法（NJ法）に
て構築した（図５）。系統樹の統計学的優位性の検
証は、ブートストラップ法（1000回繰り返し）にて
実施した。系統樹において、症例のP. cariniiはフェ
レットから得られたP. cariniiと最も近親であり、
ヒトから分離されたP. jroveciiとはは大きな遺伝学

的相違が見られた。

考察、結論
　ニューモシスチス肺炎は、主に生後６ヶ月齢以
下の子馬が罹患する[3-9]。これは、この月齢の子
馬では移行抗体の減少が見られ、また免疫機構が
未熟であるためであると考えられている[13,14]。
また、免疫不全のアラブ種の子馬[15]や、先天性リ
ンパ球減少症のpaint horseの子馬 [16]における
ニューモシスチス肺炎が報告されている。子馬の
ニューモシスチス肺炎はしばしば急性転化をと
り、適切な治療がなされなければ数日以内に死亡
することがある。成馬のニューモシスチス肺炎の
報告は、我々が知る限り今回の他に１例のみであ
り[10]、今回の症例は希なものであると考える。さ
らに、今回の症例では免疫不全を示唆するような
病理学的所見は認められず、血清グロブリン値は
正常範囲内であった。本症例が日和見感染症に感
受性を持っていた理由は不明であるが、過去の報
告[8, 16]に見られるようなCD4陽性およびCD8陽
性Tリンパ球数を計測していないため、細胞性免疫
および液性免疫の詳細状態については評価できて
いない。
　ニューモシスチス肺炎の子馬の肺は、硬度・大き
さを増し、肉様である。組織所見は、単核球の浸潤
による肺胞壁の肥厚、Ⅱ型肺胞上皮細胞の増生ま
たは腫大（もしくはその両方）を特徴としている
[7, 9, 15, 17, 18]。ほとんどの肺胞腔に好酸性滲出
物が貯留し、肺胞上皮上または肺胞内滲出物に真
菌体が認められる。好酸性滲出物は、サーファクタ
ント蛋白AおよびD、血清糖蛋白のフィブロネクチ
ンおよびビトロネクチンから成り立っている
[19-21]。ニューモシスチス属は、肺胞腔内でフィ
ブロネクチンやビトロネクチンを含む宿主のタン
パク質と相互作用する[22]。ビトロネクチンと
フィブロネクチンは一般に細胞接着、炎症反応、創
傷治癒を促進するが[20]、ニューモシスチス肺炎
患者において、両者はニューモシスチス菌体に接
着することにより、下部気道で著しく量を増す
[22]。ビトロネクチンおよびフィブロネクチン量
の増加は、肺胞腔内への血清蛋白の漏出や、肺での
ビトロネクチンおよびフィブロネクチンの合成促

進を引き起こしうる[20]。サーファクタント蛋白D
は、ニューモシスチス菌体の凝集に関与するが、こ
の様な凝集が肺胞マクロファージによる貪食を障
害すると考えられている[21]。加えて、肺胞マクロ
ファージが産生するTNF-αはニューモシスチス
菌体の細胞壁に豊富に含まれるβ-グルカンを認
識し[23]、好中球、リンパ球および単球の動員を促
進する。これら炎症細胞の動員は異物除去に重要
であるが、それと同時に活性酸素、陽イオン性蛋白
およびプロテアーゼを産生することにより、肺を
傷害する。
　一方で、今回の症例では、肺胞腔内に認められた
好酸性滲出物は少量であり、菌体は主に肺胞上皮
細胞上に接着して認められた。肺胞間質における
膠原線維の増生は顕著であり、炎症細胞浸潤は過
去の子馬における報告に比べて軽度であった。上
皮細胞あるいは外分泌細胞が繰り返し持続的に重
度の傷害を受けること、または肺胞壁で持続的な
炎症が起きることにより、肺胞壁において線維組
織が増生すると考えられている[24]。今回の症例
で見られた間質の線維増生は慢性経過を示してお
り、ニューモシスチス感染によるびまん性肺胞傷
害が間質の線維増生の起因となったと考えられ
た。しかしながら、成馬での他の報告では、マクロ
ファージの重度浸潤を特徴とする間質性肺炎が著
明であり、間質の線維増生は一部でのみ認められ
ている[10]。我々が経験した症例における組織反
応が、様々な他の報告と異なっていた理由は明ら
かになっていない。
　遺伝学的に、今回の症例から分離されたP.  
cariniiは、ヒトに感染するP. jroveciiとは離れてい
たが、他の動物種から分離されたニューモシスチ
ス族とは近縁であった。ヒト、ラットおよびフェ
レット[25]、およびマウスとフェレット[26]に認
められたニューモシスチスの遺伝子配列はそれぞ
れある程度異なっており、ニューモシスチス感染
症は種特異性があると考えられる。ウマのP.  
cariniiについて概ね全長に渡る18S rRNA のシー
クエンス解析を行った報告はこれまでに実施され
ていないことから、今回分離されたP. cariniiがウ
マに特異的に感染する種であると断定することは
難しい。ヒトのP. jrovecii検査では、18S rRNA 塩基

配列に対するLAMP法が簡易スクリーニングに用
いられている[27]。特定の18S rRNA 塩基配列がウ
マから分離されたものとして確立されれば、ウマ
においてもニューモシスチス感染症の簡易診断法
を可能となる。ウマに特異的に感染するP. carinii
を決定するためには、引き続きニューモシスチス
肺炎罹患馬を調査する必要がある。
　今回の症例は、若馬に発症したニューモシスチ
ス肺炎の希な例である。子馬に見られるニューモ
シスチス肺炎とは異なり、今回の症例では肺に広
範囲に渡って慢性病変が認められ、肺胞壁では膠
原線維が重度に増生していた。また、今回はウマに
感染したP. cariniiについて18S rRNA のシークエ
ンスを行った最初の報告であり、得られた情報は
ニューモシスチス肺炎の分子生物学的診断に有用
であると考えられる。
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緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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緒論
　長日性季節繁殖動物であるウマは、長日期には
雄は精巣機能が賦活されて精子形成能が亢進し

［12, 13, 37, 38, 43］、雌は卵巣機能が賦活されて
周期的な排卵を繰り返し、妊娠可能な状態となる

［13, 33, 36, 39, 43］。短日期に馬房内に電灯をつ
けて照明時間を延長することにより長日期を作り
出す光線処理は雌の卵巣機能を早期に賦活して排
卵時期を早める手段として馬生産に利用されてい
る［43］。しかし、育成馬に対する光線処理がもた
らす効果は不明である。本研究では、1歳冬から2
歳春の雌雄サラブレッドに光線処理を実施し、光
線処理が下垂体からのプロラクチン、黄体形成ホ
ルモン（LH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）分泌、性腺か
らのインヒビン、プロジェステロン、テストステロ
ン、エストラジオール-17β分泌、性腺機能および
被毛の変化に及ぼす影響について調べた。

材料および方法
供試馬
　日本中央競馬会（JRA）日高育成牧場にて育成さ
れていたサラブレッド1歳馬62頭（雄31頭、雌31
頭）を用いた。そのうちの30頭（雄15頭、雌15頭）
について2005年12月20日から2006年4月10日
までの4ヶ月間光線処理を実施し、残りの32頭は
対照群として自然光のみで飼育した。なお、実験開
始時（2005年10月）の供試馬は19ヶ月齢～22ヶ月
齢であった。また、供試馬の取り扱いに関する全て
の手順は、日高育成牧場が定めた日高育成牧場の
実験動物管理委員会において承認されており、ガ
イドラインに従って行った。

光線処理
　馬房（3.6m×3.6m）内天井に100ワット白色電
球を設置し、明期14.5時間、暗期9.5時間の照明条
件を人工的に作出した。電球下のウマの頭の高さ
での照明の明度は約100luxであった。

血液の採取
　血液は1歳の10月から2歳の3月までは雌雄とも
に月1回、3月以降は雄ウマでは月2回、雌ウマでは
毎週ヘパリン添加採血管（10ml）を用いて頸静脈

から採取した。血漿は測定するまでの間－20℃下
で保存した。

初回排卵日の決定
　血中プロジェステロン濃度が初めて1ng/ml以
上の値を示した日の1週間前の日を初回排卵日と
判断した。

被毛の変化
　56頭（雄27頭、雌29頭）を対象に、2歳1月及び4
月に3名の評価者が光線処理の有無を知ることな
く評価した。“良い”を3点、“普通”を2点、“悪い”を1
点とする3点法で採点して平均点を算出して両群
を比較した。

ホルモンの測定
　プロラクチン、LH及び FSHは、ウマ用二抗体法
ラジオイムノアッセイによって測定した[13]。プ
ロラクチンの測定には、第一抗体として抗ウマプ
ロラクチン血清（AFP-261987）、標識用及び標準
ホ ル モ ン と し て 精 製 ウ マ プ ロ ラ ク チ ン

（AFP-8794B）を用いた。LH の測定には、第一抗体
として抗ウマLH血清（AFP-2405080）、標識用及
び標準ホルモンとして精製ウマLH (AFP-50130A)
を用いた。FSH の測定には、第一抗体として抗ウマ
FSH血清（AFP-2062096）、標識用および標準ホル
モンとして精製ウマFSH (AFP-5022B) を用いた。
測定内および測定間変動は、プロラクチンが7.1% 
と 9.8%、LHが 12.6% と15.1%、FSHが 4.9% と
12.2% であった。
　インヒビンの測定には、抗ウシインヒビンウサ
ギ血清（TNDH-1）と125Ｉで標識したウシインヒビ
ン（32ｋDa）を使用した[21]。測定内および測定間
変動は8.0%と16.2%であった。
　プロジェステロン、テストステロンとエストラ
ジオール-17β は、DELFIA Kit（Wallac社製、MD、
米国）を用いた時間分解蛍光免疫測定法によって
測定した [32, 41]。測定内および測定間変動は、プ
ロジェステロンが 5.5% と 8.6% テストステロン
が 6.3%と7.2% およびエストラジオール-17βが 
4.6%と9.4% であった。 

統計処理
　血中ホルモン濃度のデータは、平均値± 標準誤
差 (SEM)で示した。2点間の比較には、F-test の後
Student’s t-testを用いた。分散が均一でない場合に
はWelchのT検定を用いた。ホルモン濃度の比較に
は、二元配置の分散分析の後post-hoc テスト

（Bonferroni post test）を用いた。 被毛の評価点の
比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。 P < 0.05 
で統計的に有意と判定した。

結果
雄ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群の血中プロラクチン、LH、
FSH、インヒビン、テストステロン、エストラジ
オール-17β濃度の1歳10月から2歳4月までの変
化をFig.1に示した。　血中プロラクチン濃度は、
対照群では2月までは低値のままで推移し3月か
ら上昇を示し4月に急上昇した。一方、光線処理群

では光線処理開始1ヶ月後から明らかに上昇し
た。1月から4月まで、血中プロラクチン濃度は光
線処理群が対照群と比較して有意な高値を示した
(Fig.1a)。血中LH濃度は、対照群では3月半ばまで
低値で推移し、3月末から緩やかな上昇を示した
のに対し、光線処理群では1月から上昇したが両
群間に有意差は認められなかった(Fig.1b)。血中
FSH濃度は、対照群では3月から緩やかな上昇を示
した。光線処理群では1月から上昇が認められ、1
月、2月、3月には対照群に比べて有意な高値を示
した(Fig.1c)。血中インヒビン濃度は光線処理群、
対照群ともに12月から緩やかに上昇し、12月、1月
および2月では光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.1d)。血中テストステロン濃度
は、光線処理群、対照群ともに11月から緩やかに
上昇して3月にピークに達し、1月では光線処理群
が対照群よりも有意に高い値を示した(Fig.1e)。血
中エストラジオール-17β 濃度は、実験期間中両
群ともに大きな変化がなく有意差は認められな
かった。

雌ウマの血中各種ホルモン濃度の変化
　光線処理群と対照群のプロラクチン、LH、FSH、
インヒビン、エストラジオール-17β 、プロジェス
テロン血中濃度の1歳10月から2歳4月までの変化
をFig.2に示した。血中プロラクチン濃度は、対照
群では3月まで低値を維持し4月にわずかに上昇
したが、光線処理群では1月から対照群と比較し
て有意な高値を示し、その後も高値を維持した
(Fig.2a)。個体ごとの血中プロラクチン濃度は、対
照群では4月まで変化が認められなかったが、光
線処理群では1月から上昇を開始し、2月からは濃
度の大きな変化を伴いながら上昇するパターンを
示す個体が認められた。血中LH濃度は、対照群で
は3月まで低値で推移し、4月に僅かに上昇したの
に対し、光線処理群では2月から上昇が認められ
た。2月以降は光線処理群が対照群よりも有意に
高い値を示した(Fig.2b)。個体ごとの血中LH濃度
を調べると、対照群では3月までは低値を示した
のに対し、光線処理群では2月から周期的な濃度
の大きな変動が認められた(Fig.3a,3c)。血中FSH濃
度は、両群ともに12月から4月まで緩やかな上昇

を示した。1月に光線処理群が対照群より有意に
低い値を示した以外は両群間に差は認められな
かった。個体ごとの濃度を調べると、対照群では3
月以降に散発的な上昇を認めた個体があるのに対
して、光線処理群では2月から周期的な大きな変
動が認められた。血中インヒビン濃度は、両群とも
に1月以降上昇を示した。1月には対照群と比較し
て光線処理群で有意な高値を示した(Fig.2d)。血中
エストラジオール-17β 濃度は、両群ともに1月か
ら上昇したが、光線処理群では対照群と比較して
有意に高い値のまま推移した(Fig.2e)。個体ごとの
濃度変化を見ると両群ともに濃度の上下変動を繰
り返すパターンが認められたが、このパターンは
開始時期が対照群では3月以降であるのに対し、
光線処理群では2月から認められた。血中プロ
ジェステロン濃度は、両群間で明らかな違いが認
められた。対照群では4月まで基底値のままで推
移したが、光線処理群では2月で対照群と比較し
て有意に高い値に上昇し、その後も高いレベルを

維持した(Fig.2f)。個体ごとの血中プロジェステロ
ン濃度は、対照群では4月まで低値で推移し変化
が認められなかったが、光線処理群では2月から
周期的変動を示した(Fig.3b,3d)。

初回排卵日
　血中プロジェステロン濃度が1ng/ml以上を示
した日の1週間前を初回排卵日と仮定すると、対
照群(16頭)では4月までに排卵が認められなかっ
たが、光線処理群では15頭中14頭(93.33%)が4月
までに初回排卵を迎え、その時期の平均が2月26
日であった。

被毛の変化
　2歳の4月(光線処理法実施後3ヶ月)に撮影した
両群の代表的な写真をFig.4に示し、両群の被毛の
状態の評価点のグラフをFig.5に示した。2歳1月の
時点では両群間に明らかな被毛の変化の差は認め
られなかったが、4月の評価点では光線処理群が
対照群と比較して有意に高い値を示した(Fig.5)。
雌雄の代表的な写真(Fig.4)を見ると、4月の時点で
対照群(Fig.4B,4D)では冬毛が残っているのに対
し、光線処理群では冬毛の脱毛が進んでおり明ら
かな差が認められた(Fig.4A,4C)。

考察
　ウマが長日性季節繁殖動物である特性を応用し

て、ウマの生産現場においては、これまで雌馬の排
卵を早期化する目的で光線処理が使用されてきた
[10, 16, 37, 40, 43]。本研究では、光線処理をサラ
ブレッド種育成馬に応用することにより性腺と被
毛に及ぼす効果について内分泌学的に検討した結
果、雌雄ともに対照群に比べて早期に下垂体から
分泌される性腺刺激ホルモン（LH、FSH、プロラク
チン）の血中濃度が上昇し、精巣及び卵巣から分泌
されるステロイドホルモンとインヒビンの分泌も
促進されることが明らかになった。また、光線処理
を実施することにより、雌では排卵時期が早まっ
たことから、育成馬においても光線処理は性腺機
能の賦活化を促進することが初めて明らかとなっ
た。プロラクチンは下垂体前葉から分泌される蛋
白質ホルモンであり、ウマでは長日期に分泌量が

増加することが報告されている[12, 13]。雌ウマに
プロラクチンまたはプロラクチン分泌抑制物質で
あるドパミンの拮抗薬を投与することで排卵の早
期化が起こることが報告されている[50, 51]。本研
究の結果とこれまでに報告された研究結果から考
察すると、本研究におけるプロラクチン濃度の上
昇が雌の育成馬の排卵を促進していると推察され
た。一方、雌ウマではプロラクチンが卵胞液内に存
在し、卵胞の成熟伴って増加することが報告され
ている[28]。Kingら[26]は、ウマの黄体組織に卵胞
組織と同程度の pre-プロラクチンmRNAの発現が
認められることを報告している。これらのことか
らプロラクチンは、顆粒層細胞と黄体細胞の両方
で産生されていると推察されている[25]。ウマの
発情周期中で血中プロラクチン濃度の上昇は、排
卵時期[28]及び黄体退行時期の2回認められると
報告されている[27]。さらに、卵巣組織にはプロラ
クチンとドパミン受容体の存在が確認されている
[26]。これらの結果から、雌ウマの卵巣機能には、
プロラクチンが重要な生理学的役割を担っている
ものと推察されている[27, 42]。プロラクチンは多
くの哺乳類において、ステロイド産生や配偶子形
成、性行動といった雄の繁殖行動においても生理
学的な役割を有していることが報告されている
[5]。また、成熟雄馬や去勢馬においても長日期に
血中プロラクチン濃度が上昇することが報告され
ている[12]。加えて、出生後1年以内の子馬の血中
プロラクチン濃度が成熟馬と同様に季節により変
化することも報告されている[13]。これらのこと
からウマにおいては、出生直後の子馬でも視床下
部が光に反応して成熟馬と同様にプロラクチンを
分泌することが明らかにされている。すなわち、ウ
マでは、性別や年齢とは無関係に繁殖季節である
長日期にプロラクチン分泌が亢進し、非繁殖期で
ある短日期にプロラクチン分泌が低下することが
明らかとなっている。ヤギ[34]やヒツジ[47]、ゴー
ルデンハムスター[4, 5]、ツキノワグマ[22, 52]、シ
ロクマ[23]などの季節繁殖動物でも一年間の繁殖
周期に合致した、ウマと同様の血中プロラクチン
濃度の季節的変化が報告されている。血中プロラ
クチン濃度の変化は、精巣機能の賦活化、繁殖季節
の開始と関係し血中テストステロン濃度のピーク

に先行して起こる。これらのことからプロラクチ
ンは視床下部・下垂体・性腺軸の制御及び精巣機能
の季節的変化に直接もしくは間接的に重要な生理
作用を有するホルモンであると推察される[4, 5, 
47]。ツキノワグマでは、非繁殖期には血中プロラ
クチン濃度は低く、繁殖季節に上昇し繁殖期の開
始と精巣機能の賦活化に関連していることが報告
されている[22, 52]。シロクマでは繁殖期に血中プ
ロラクチン濃度が上昇し、精巣の大きさが最大に
なることが知られている[23]。クマでは、精巣にお
いてプロラクチンがLH受容体の発現を増加させ
るとの報告があり[22]、ウマにおいてもプロラク
チンが性腺でのLH受容体の発現を増加させてLH
感受性を増すことによって性腺機能が賦活化され
ていると推察される。精巣や多くの副生殖器にお
いてプロラクチン受容体の発現が報告されており
[18, 20, 24]、このことは雄の生殖器の中でこれら
の組織がプロラクチンの標的組織となっているこ
とを示している。これまでに精巣のプロラクチン
受容体の発現は、繁殖期の精巣機能の賦活化によ
り増加することが知られている[6, 22, 29]。ゴー
ルデンハムスターでは、繁殖期における精巣のプ
ロラクチン受容体mRNAの増加が血中プロラクチ
ン濃度の増加と関連していることが知られてお
り、プロラクチンは性腺で自らの受容体の増加に
関与していると考えられている[22, 29, 30]。プロ
ラクチンとテストステロン産生の間には正の相関
があることも知られている[7, 23, 44, 46]。マウス
では、プロラクチンとLHの受容体の増加だけでな
くエステル化コレステロールと3β-ハイドロキシ
ステロイドデヒドロゲナーゼと17β-ハイドロキ
システロイドデヒドロゲナーゼの活性を増加させ
ることでステロイド産生を刺激していると報告さ
れている[3, 19, 35]。本研究の結果とこれまでの
報告を考え併せると、光線処理により分泌が増加
した性腺刺激ホルモンとプロラクチンの共同作用
が雌雄育成馬の性腺機能賦活を促進すると推察さ
れる。ウマの繁殖におけるプロラクチンの分子レ
ベルでの作用機構の解明には更なる研究が必要で
ある。
　プロラクチンは、ストレスや授乳によっても分
泌が促進されることが報告されている[1, 2, 45, 

49]。雌では、プロラクチンが乳の生産に必須のホ
ルモンであるが、雌雄ともに免疫機能増強作用を
有することから、生体防御に必須のアンチストレ
スホルモンであろうと推察されている[8, 9, 11, 
15, 17, 48]。また、プロラクチンには脱毛効果があ
ることが報告されている。哺乳類では寒い時期に
なると寒さから身体を守るために被毛が伸び、暖
かい時期になると伸びた被毛が脱毛することに
よって温度環境の変化に適応している。本研究に
おいても光線処理により雌雄育成馬の血中プロラ
クチン濃度が上昇し冬毛から夏毛への変化（冬毛
の脱毛）が促進されていることが明らかとなった。
これまでに冬毛の脱毛は長期間の光線処理[31, 
40, 43]やプロラクチンの投与[50, 51]、ドパミン
拮抗薬であるスルピリドの投与[14, 50, 51]によ
り促進されることが報告されている。本研究によ
り雌雄育成馬において光線処理により血中プロラ
クチン濃度の早期上昇が引き起こされることが明
らかとなった。これらの結果とこれまでの報告を
考え併せると、本研究で観察された育成馬の脱毛
の促進にプロラクチンが関与しているものと推察
された。
　本研究において、光線処理によって育成馬にお
いても成熟馬と同様に性腺機能及び冬毛の脱毛が
促進されることが明らかとなったことから、育成
馬における光線処理の実施は、性腺からのテスト
ステロンやエストラジオール-17β の分泌量の増
加を促進して筋力増強や骨密度を高める[53]こと
により、運動器疾患の多い育成期の調教リスクを
軽減させる可能性が示唆された。
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

（元）競走馬総合研究所　関口　隆

第13回　装鞍所の設置と違反蹄鉄の取締り
　現在中央競馬に出走する競走馬は、発走の60分
前（競馬番組で指定する競走については当該競馬
番組で定める時刻）に装鞍所に集合します。そして
馬体重を測定し、馬体検査と蹄鉄検査を受け、指定
された馬房で装鞍し、指定された時間に下見所へ
向かいます。装鞍所は単に鞍をつける場所ではな
く、薬物取締りのほか、馬体照合や、違反蹄鉄、違反
馬具の取締りなど、競馬の公正確保を守る上で、重
要な役割を果たしています。この制度は日本競馬
会が発足して3年後の昭和15年から始まりました
1, 2 )（写真1）。

　装鞍所設置以前の出走馬は、発走の30分前に下
見所に集合し、所定の場所で装鞍する規定になっ
ていました。そして、馬体検査など所定の検査が行
われましたが、競馬倶楽部時代の方法として、装蹄
の状態や肢の疾病の有無、歩様などで異常があれ
ば馬を停止させて検査するという記録があり、日
本競馬会時代になっても、同様の方法で行われて
いたと考えられます。また蹄鉄検査は、観衆の目も
あって、引き馬を止めて肢をあげることに厩舎側

の抵抗があったようで、蹄のかえりを見て判断す
るという簡易な方法だったようです 3-5 )。
　日本競馬会になって、興奮剤投与や違反蹄鉄の
取締り強化のため、装鞍所の設置が計画されてい
ましたが、戦時下の物資不足と全国に設置するた
め多額の費用がかかることや、長時間の繋留で馬
がいれ込むなどの理由で馬主や調教師に反対さ
れ、実現していませんでした6-9 )。
　しかし、昭和12年に起こった「京都事件」で表面
化したように、厩舎側が薬物投与を否定する馬の
陽性反応に対しても、反論の機会を与えず断固処
分が行われたため、その検査方法が問題になりま
した。そして、昭和14年の「スゲヌマ号事件」※１を
契機に、馬主や調教師から薬物検査の撤廃要求が
出され、競馬会と馬主や厩舎関係者の溝は深まっ
ていきました。このような状況の中で競馬会は、昭
和15年春季競馬から装鞍場(所)を設置し、出走馬
を発走の2時間前に集合させ※２、監視することにし
ました。そして馬体検査と違反蹄鉄や馬具の検査
を実施し、装鞍を行って、万全な状態で下見所へ送
ることにしました10-12 )（写真2, 3）。

※１　スゲヌマ号事件：昭和14年11月12日、秋季
東京競馬の目黒記念競走で、前年度のダー
ビー馬スゲヌマ号は、74キロの斤量を背負い
2着に7馬身差をつけて優勝し、引退の花道を
飾った。しかし、薬物検査でカフェインの陽性
反応が出たため失格になった。この制裁で馬
主や厩舎関係者は強い衝撃を受け、薬物検査
への不信感を増幅させた(写真4）。

※２　薬物検査はカフェインとアルコールの2種
類だったが、アルコールは投与後約2時間を経
過すると、その効果が著しく減退するとして、
装鞍所集合を出走の2時間前とし、アルコール
検査は中止された13 )。

　このようにして装鞍場(所)が設置されました
が、その後も違反馬が続出したため、馬政局が問題
解決に乗り出し、薬物検査に関する試験を実施し
ました。そして、「否投興馬と雖も、検出操作の誤謬
(ごびょう：あやまり)、汚染、飼料等依り、陽性反応
を呈することあるやの疑念を抱かるる余地あるを
以て将来之等の点に付研究するの要あるものと認
めらる。」という総合意見が出され、装鞍所での監
視は続けられましたが、昭和16年の春季競馬から
薬物検査は中止されました14-16 )。
　その後も装鞍所は、競馬の公正確保を守る砦と
して、国営競馬、中央競馬へと受け継がれていきま
すが、興奮剤問題が戦後の宿題として持ち越され
ました(写真5)。
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 (写真1)装鞍所で蹄鉄検査を受ける出走馬
昭和28年 第1回中京競馬

（中京競馬場新設記念アルバムより引用。 JRA提供）

 (写真2)出走馬を監視する監査員
 (日本の競馬. 昭和17年日本競馬会発行より引用。JRA提供）
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第13回　装鞍所の設置と違反蹄鉄の取締り
　現在中央競馬に出走する競走馬は、発走の60分
前（競馬番組で指定する競走については当該競馬
番組で定める時刻）に装鞍所に集合します。そして
馬体重を測定し、馬体検査と蹄鉄検査を受け、指定
された馬房で装鞍し、指定された時間に下見所へ
向かいます。装鞍所は単に鞍をつける場所ではな
く、薬物取締りのほか、馬体照合や、違反蹄鉄、違反
馬具の取締りなど、競馬の公正確保を守る上で、重
要な役割を果たしています。この制度は日本競馬
会が発足して3年後の昭和15年から始まりました
1, 2 )（写真1）。

　装鞍所設置以前の出走馬は、発走の30分前に下
見所に集合し、所定の場所で装鞍する規定になっ
ていました。そして、馬体検査など所定の検査が行
われましたが、競馬倶楽部時代の方法として、装蹄
の状態や肢の疾病の有無、歩様などで異常があれ
ば馬を停止させて検査するという記録があり、日
本競馬会時代になっても、同様の方法で行われて
いたと考えられます。また蹄鉄検査は、観衆の目も
あって、引き馬を止めて肢をあげることに厩舎側

の抵抗があったようで、蹄のかえりを見て判断す
るという簡易な方法だったようです 3-5 )。
　日本競馬会になって、興奮剤投与や違反蹄鉄の
取締り強化のため、装鞍所の設置が計画されてい
ましたが、戦時下の物資不足と全国に設置するた
め多額の費用がかかることや、長時間の繋留で馬
がいれ込むなどの理由で馬主や調教師に反対さ
れ、実現していませんでした6-9 )。
　しかし、昭和12年に起こった「京都事件」で表面
化したように、厩舎側が薬物投与を否定する馬の
陽性反応に対しても、反論の機会を与えず断固処
分が行われたため、その検査方法が問題になりま
した。そして、昭和14年の「スゲヌマ号事件」※１を
契機に、馬主や調教師から薬物検査の撤廃要求が
出され、競馬会と馬主や厩舎関係者の溝は深まっ
ていきました。このような状況の中で競馬会は、昭
和15年春季競馬から装鞍場(所)を設置し、出走馬
を発走の2時間前に集合させ※２、監視することにし
ました。そして馬体検査と違反蹄鉄や馬具の検査
を実施し、装鞍を行って、万全な状態で下見所へ送
ることにしました10-12 )（写真2, 3）。

※１　スゲヌマ号事件：昭和14年11月12日、秋季
東京競馬の目黒記念競走で、前年度のダー
ビー馬スゲヌマ号は、74キロの斤量を背負い
2着に7馬身差をつけて優勝し、引退の花道を
飾った。しかし、薬物検査でカフェインの陽性
反応が出たため失格になった。この制裁で馬
主や厩舎関係者は強い衝撃を受け、薬物検査
への不信感を増幅させた(写真4）。

※２　薬物検査はカフェインとアルコールの2種
類だったが、アルコールは投与後約2時間を経
過すると、その効果が著しく減退するとして、
装鞍所集合を出走の2時間前とし、アルコール
検査は中止された13 )。

　このようにして装鞍場(所)が設置されました
が、その後も違反馬が続出したため、馬政局が問題
解決に乗り出し、薬物検査に関する試験を実施し
ました。そして、「否投興馬と雖も、検出操作の誤謬
(ごびょう：あやまり)、汚染、飼料等依り、陽性反応
を呈することあるやの疑念を抱かるる余地あるを
以て将来之等の点に付研究するの要あるものと認
めらる。」という総合意見が出され、装鞍所での監
視は続けられましたが、昭和16年の春季競馬から
薬物検査は中止されました14-16 )。
　その後も装鞍所は、競馬の公正確保を守る砦と
して、国営競馬、中央競馬へと受け継がれていきま
すが、興奮剤問題が戦後の宿題として持ち越され
ました(写真5)。
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 (写真4)第7回ダービー馬スゲヌマ号
（優駿第10巻第6号. 東京優駿(ダービー)の思い出.昭和25年競馬
共助会発行より引用。JRA提供）

 (写真5)馬房に繋留される出走馬
昭和28年第1回中京競馬

（中京競馬場新設記念アルバムより引用。JRA提供）

 (写真3)装鞍所の新設を伝える記事
(競馬界 第12巻第8号. 昭和14年競馬界社発行より引用。JRA提
供）
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第13回　装鞍所の設置と違反蹄鉄の取締り
　現在中央競馬に出走する競走馬は、発走の60分
前（競馬番組で指定する競走については当該競馬
番組で定める時刻）に装鞍所に集合します。そして
馬体重を測定し、馬体検査と蹄鉄検査を受け、指定
された馬房で装鞍し、指定された時間に下見所へ
向かいます。装鞍所は単に鞍をつける場所ではな
く、薬物取締りのほか、馬体照合や、違反蹄鉄、違反
馬具の取締りなど、競馬の公正確保を守る上で、重
要な役割を果たしています。この制度は日本競馬
会が発足して3年後の昭和15年から始まりました
1, 2 )（写真1）。

　装鞍所設置以前の出走馬は、発走の30分前に下
見所に集合し、所定の場所で装鞍する規定になっ
ていました。そして、馬体検査など所定の検査が行
われましたが、競馬倶楽部時代の方法として、装蹄
の状態や肢の疾病の有無、歩様などで異常があれ
ば馬を停止させて検査するという記録があり、日
本競馬会時代になっても、同様の方法で行われて
いたと考えられます。また蹄鉄検査は、観衆の目も
あって、引き馬を止めて肢をあげることに厩舎側

の抵抗があったようで、蹄のかえりを見て判断す
るという簡易な方法だったようです 3-5 )。
　日本競馬会になって、興奮剤投与や違反蹄鉄の
取締り強化のため、装鞍所の設置が計画されてい
ましたが、戦時下の物資不足と全国に設置するた
め多額の費用がかかることや、長時間の繋留で馬
がいれ込むなどの理由で馬主や調教師に反対さ
れ、実現していませんでした6-9 )。
　しかし、昭和12年に起こった「京都事件」で表面
化したように、厩舎側が薬物投与を否定する馬の
陽性反応に対しても、反論の機会を与えず断固処
分が行われたため、その検査方法が問題になりま
した。そして、昭和14年の「スゲヌマ号事件」※１を
契機に、馬主や調教師から薬物検査の撤廃要求が
出され、競馬会と馬主や厩舎関係者の溝は深まっ
ていきました。このような状況の中で競馬会は、昭
和15年春季競馬から装鞍場(所)を設置し、出走馬
を発走の2時間前に集合させ※２、監視することにし
ました。そして馬体検査と違反蹄鉄や馬具の検査
を実施し、装鞍を行って、万全な状態で下見所へ送
ることにしました10-12 )（写真2, 3）。

※１　スゲヌマ号事件：昭和14年11月12日、秋季
東京競馬の目黒記念競走で、前年度のダー
ビー馬スゲヌマ号は、74キロの斤量を背負い
2着に7馬身差をつけて優勝し、引退の花道を
飾った。しかし、薬物検査でカフェインの陽性
反応が出たため失格になった。この制裁で馬
主や厩舎関係者は強い衝撃を受け、薬物検査
への不信感を増幅させた(写真4）。

※２　薬物検査はカフェインとアルコールの2種
類だったが、アルコールは投与後約2時間を経
過すると、その効果が著しく減退するとして、
装鞍所集合を出走の2時間前とし、アルコール
検査は中止された13 )。

　このようにして装鞍場(所)が設置されました
が、その後も違反馬が続出したため、馬政局が問題
解決に乗り出し、薬物検査に関する試験を実施し
ました。そして、「否投興馬と雖も、検出操作の誤謬
(ごびょう：あやまり)、汚染、飼料等依り、陽性反応
を呈することあるやの疑念を抱かるる余地あるを
以て将来之等の点に付研究するの要あるものと認
めらる。」という総合意見が出され、装鞍所での監
視は続けられましたが、昭和16年の春季競馬から
薬物検査は中止されました14-16 )。
　その後も装鞍所は、競馬の公正確保を守る砦と
して、国営競馬、中央競馬へと受け継がれていきま
すが、興奮剤問題が戦後の宿題として持ち越され
ました(写真5)。
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解 説 記 事

遺伝子治療と遺伝子ドーピング

戸崎晃明1) ・ 草野寛一2)

はじめに
　ドーピングコントロールは、公正な競馬を施行
するうえで欠かせない事項であり、国際競馬統括
機関連盟（International Federation of Horseracing 
Authorities: IFHA）は、「生産、競馬および賭事に関
する国際協約（International  Agreement on 
Breeding, Racing, and Wagering: IABRW）」、いわ
ゆるパリ協約において、禁止薬物や禁止行為を定
めている。これを参考に、各国の競馬統括機関は、
それぞれドーピングに関する規程を整備してい
る。日本では、競馬法や主催者の規程において、多
数の低分子化合物が禁止薬物として指定されてい
るが、物質としての遺伝子および核酸の使用につ
いては、明確な規程は存在しない。
　このような中、各国の競馬産業界において、競走
馬を対象とした遺伝子治療への興味および遺伝子
ドーピングへの懸念が高まったことを受け、公正
競馬の観点から、IFHAにおいて遺伝子操作に対応
する小委員会（Genetic Manipulation of the 
Heritable Genome Sub-Committee）が設置された。
これに伴い、2013年にパリ協約第6条（禁止薬物）
および第12条（サラブレッドの定義）が改定され
た。同小委員会は、遺伝子操作および細胞操作に関
する問題を整理し、ゲノムが改変された競走馬の
作製に対する抑止的施策および検査法開発の議論
が完了したことで、2015年12月に解散した。その
後、IFHAは遺伝子ドーピング問題に注力すべく、
2016年4月に新しい小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）を発足させ、その対策強
化の議論を開始した。筆者らは、新小委員会の委員

を委嘱され、国際的な遺伝子ドーピングに関する
規程の整備に協力することとなった。
　今回、これまでに培った獣医療、あるいは分子遺
伝学的研究および分子生物学的研究の経験を踏ま
え、競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついて解説する。

遺伝子ドーピング
　遺伝子ドーピング（Gene Doping）という言葉
は、ヒトの医療分野で遺伝子治療が現実味を帯び
始めた時期に、遺伝子治療の「遺伝子（Gene）」、医
薬品の不正利用である「ドーピング（Doping）」を
組み合わせることで誕生した造語と考えられる。
このため、当初、学術分野をはじめスポーツ分野に
おいても、遺伝子ドーピングに関する明確な定義
は存在しなかった。
　世界アンチドーピング機関（World Anti-Doping 
Agency: WADA）は、2008年にWADA Codeにおい
て遺伝子ドーピングを定義し、幾多の改正を経て、
2016年1月1日現在、図1に示すとおり、禁止方法
の一つとして「競技能力を高めることを目的とし、
１．核酸のポリマーまたは核酸類似物質の移入、
２．正常なあるいは遺伝子を修飾した細胞の使用」
と定義している。WADAの遺伝子ドーピングに対
する定義をわかりやすく言い換えれば、「遺伝子お
よびオリゴヌクレオチド（数十bp程度のDNA配
列）を物質として使用することで、筋肉増強、血流
増加、持久力強化などの効果をもたらし、競技者の
パフォーマンスを向上させる可能性がある行為」
となる。

　競馬産業界においては、どのように定義されて
いるだろうか。IFHAは2000年前半から遺伝子
ドーピングの対応を検討し始めていたが、競馬の
薬物規制関係者に遺伝子関連の知識が不足してい
たため、大きな進展はなかった。このような背景か
ら、現在、パリ協約の第6B条で「遺伝子操作および
細胞操作」として規制されているが、その定義や考
え方が競馬主催者や関係者に浸透しているとは言
いがたい現状がある。そのため、各人および各主催
者が、遺伝子ドーピングに関して、それぞれ異なる
コンセプトをもち、その結果、様々な対策を提案し
ている。この多種多様なコンセプトが、遺伝子ドー
ピングの対応に混乱をきたす原因となっている。
　このため、遺伝子ドーピングについて、専門家で
なくとも理解しやすいコンセプトを提示し、明確
に定義することが対策の第一歩になると考えられ
る。筆者自身は、競馬サークルにおける遺伝子ドー
ピングを「遺伝子治療の不正利用（Abuse/misuse 
of Gene Therapy）」と定義することを提案したい。
そして、コンセプトが統一されることにより、抑止
策の策定および検査法の開発が前進すると考えら
れる。

遺伝子治療
　遺伝子治療（あるいは遺伝子治療薬）とは、遺伝
子を体内に導入し、体内で遺伝子を発現させるこ
とで疾病を治療する行為（あるいは医薬品）であ
り、医療および学術分野において明確なコンセプ
トをもつ。
　遺伝子治療は、その実施法から「in vivo遺伝子治
療」および「ex vivo遺伝子治療」に分類できる。in 
vivo遺伝子治療とは、ベクターを使って遺伝子を
直接体内に導入する手法である（図2a）。一方、ex 
vivo遺伝子治療とは、リンパ球などの組織を培養
した後、ベクターを使って遺伝子を培養組織に導
入し、その組織を再び体内に戻すという手法であ
る（図2b）。ヒトで最初に実施された遺伝子治療
は、アデノシンデアミナーゼ（ADA）欠損症に対す
るものであり、ex vivo遺伝子治療法が利用された。
　遺伝子治療において、遺伝子導入に使用するベ
クターは、ウイルスベクター系および非ウイルス
ベクター系に分割できる。現在、様々なベクターが
開発されているが、導入効率や導入サイズ、安全
性、デリバリーなどにおいて一長一短がある（表
1）。ウイルスベクター系は、ウイルスが細胞に感
染する仕組みを利用して遺伝子を体内の細胞に導

入する技術であり、遺伝子の導入効率は比較的良
い。しかし、ウイルス感染が生じた状態と類似する
ため、感染性物質を取り扱う場合と同様の管理上
の問題があり、臨床における使用では種々の課題
が残る。一方、非ウイルスベクター系は、体内にベ
クターを導入した後、電気刺激あるいはリポソー
ムに包含することで細胞へ導入する技術である。
感染性の問題は軽微であるが、標的組織へのデリ
バリーに課題が残る。
　アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターは、導入遺
伝子が宿主細胞のゲノムに挿入されないという特
徴をもつことから、最近、特に注目されており、多
くの臨床研究が実施されている。アデノウイルス
ベクターなどでは、導入遺伝子がゲノム配列に対
してランダムに挿入されることから、癌化の危険
性がある一方、AAVベクターでは、この様な危険性
が極めて少ない点が長所とされる。

核酸医薬品
　核酸医薬品とは、オリゴヌクレオチドを体内に
導入し、RNAなどに結合することで遺伝子発現を
調節（主に減弱）、または、転写因子やタンパク質な
どに結合することで生理活性に影響を及ぼすこと
により、疾病を治療する医薬品である。明確に定義
されていないが、オリゴヌクレオチドを体内に導
入するという手法であることから、広義の意味で
遺伝子治療の一分野と解釈することができる。
　核酸医薬品には、標的の相違によって複数の作
用機序がある。アンチセンス核酸（含：siRNA、
miRNA）はゲノムあるいはmRNAに直接影響を及
ぼして遺伝子発現を減弱させる。デコイ核酸は転
写因子に結合することで遺伝子発現を減弱させ
る。アプタマーは抗体と同様な作用機序をもち、細
胞外でタンパク質と結合することでシグナル伝達
などを阻害する。加齢黄斑変性症の治療薬である
Macugen（Pfizer̶Archemix社）は、日本国内で唯
一承認されているアプタマー医薬品である。

ゲノム編集
　ゲノム編集とは、標的ゲノム部位を特異的に改
変（削除・置換・挿入）する技術の総称である。近年、
CRISPR/Casシステムと呼ばれる技術が開発され

たことで、ゲノムの編集すなわち遺伝子改変技術
が飛躍的に進歩し、容易に実施できるようになっ
た。
　一般に、ゲノム編集は受精卵や胚、培養細胞を対
象に実施され、実験動物などを対象に遺伝子改変
動物の作製を目的に利用することが主体であっ
た。しかし、最近、CRISPR/Casシステムが開発され
たことで、同システムをAAVベクターに組み込ん
でin vivoにおけるゲノム編集も可能となった。つ
まり、成熟個体（成体）を対象に、肝臓や骨格筋など
の特定の組織の遺伝子を改変する遺伝子治療が成
功している。

遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングが次世代に
及ぼす影響
　遺伝子治療に関する様々な技術を述べてきた
が、ここで、遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピング
が、次世代に及ぼす影響について述べる。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子導入法は、遺伝子あるいは核酸を細胞に導
入して遺伝子発現を増加あるいは減少させるが、
原則、細胞中のゲノムを改変することはなく、導入
された遺伝子は一定期間で体内から排除される。
そのため、導入された遺伝子が遺伝継承されるこ
とはなく、次世代への影響はほぼ皆無である。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子改変技術（ゲノム編集など）は、肝臓や骨格
筋などの体細胞が対象であれば、次世代に影響す
ることはない。一方、卵子や精子などの生殖系列細
胞が対象であれば、それらは遺伝継承され、次世代
に影響を及ぼす。成熟個体を対象にした遺伝子改
変行為は、その実施法によって次世代への影響が
異なる。
　なお、遺伝子治療および遺伝子ドーピングの範
疇には入らないと考えられるが、遺伝子改変動物
の問題についても述べる。ゲノム編集などの遺伝
子改変技術は、遺伝子改変動物の作製にも利用で
き、この場合、受精卵および胚が操作の対象とな
る。受精卵および胚の遺伝情報は、その後、成熟個
体の全細胞（含：生殖系列細胞）に拡散することか
ら、ほぼ100％の確率で、改変されたゲノムは次世
代へ遺伝継承され、その影響は計り知れない。

　以上を踏まえ、公正競馬を施行する上で、成熟個
体を対象とした遺伝子治療は、競走馬の健康と福
祉を考慮し、その使用の是非を踏まえて規制され
るべきであると考えられる。一方、受精卵および
胚、あるいは成熟個体の生殖系列細胞への操作は、
サラブレッドの定義に影響を及ぼすことから完全
に禁止されるべき事案である。

ウマにおける遺伝子治療関連研究
　Ishiharaら（米国オハイオ州立大学）は、2008年
に骨折の治癒促進を目的とした遺伝子治療を実施
した。人工的に骨折症状を作出した成馬を対象に、
アデノウイルスベクターを使用してBMP-2あるい
はBMP-6遺伝子を骨折部位に導入し、その治癒促
進効果を評価した。遺伝子治療された個体では、治
癒期間の短縮が観察されている。
　米国では、ウエストナイルウイルスへの対策と
してDNAワクチンと呼ばれる技術が利用されてい
る。DNAワクチンとは、ウイルス由来の抗原遺伝子
を挿入したプラスミドベクターを体内に導入し、
体内でウイルス抗原のタンパク質が産生されるこ
とで、ウイルスに対する免疫を獲得し、疾患の治療
に寄与するという手法である。プラスミドベク
ターに遺伝子を挿入して体内に導入するという点
で、広義の意味で、技術的には遺伝子治療の範疇に
入る。
　競走馬では屈腱炎の治療を目的に、幹細胞治療

（Stem Cell Therapy）が利用されている。幹細胞治
療とは、自己幹細胞を採取・培養し、病変部位に移
植して治癒促進を図るものである。遺伝子導入の
有無は異なるが、ex vivo遺伝子治療と類似した技
術である。
　これら以外にも、最近では、変形性関節症

（osteoarthritis）の治療を目的とし、AAVベクター
を用いて成長因子であるIGF-1遺伝子を導入する
手法が開発されるなど、ウマを対象として様々な
遺伝子治療関連研究が展開されている。このため、
遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピング
は、競馬産業界においても喫緊の課題である。

遺伝子ドーピングの検出法
　現在、遺伝子治療の主流は、ウイルスベクターを

使用してin vivo法によって体内に遺伝子を導入す
る手法となっている。また、導入される遺伝子は、
ゲノム中の遺伝子構造と異なってイントロン配列
を持たない。このため、ベクターの遺伝子配列ある
いは導入遺伝子（イントロンなし）を標的とし、こ
れらをPCR法で識別・検出することでドーピング
行為を摘発できる可能性がある。実際に、マウスに
おいて遺伝子治療用ベクターを筋肉注射した際に
は、血液および尿を検査材料とすることで、3週間
程度、検査材料からベクターの痕跡を検出できる
との報告がある。
　また、遺伝子治療として成体を対象にゲノム改
変が実施された場合では、標的組織以外の血液細
胞でもゲノム改変が誘起される可能性が高く、こ
のモザイク状態を、次世代シーケンサーによる
deep sequence解析あるいはデジタルPCR技術に
よるモザイク解析で検出できると考えられる。
　上記以外では、生体パスポート（Biological  
Passport）と呼ばれる手法が、遺伝子ドーピングの
検出法として注目されている。生体パスポートは、
エリスロポエチンなどの生体由来物質を対象と
し、継続的な観察によって個体（あるいは集団）に
おけるバイオマーカーの基準値、最大値および最
小値を定め、その許容範囲を逸脱した場合にドー
ピング行為を疑うという検出法である。遺伝子
ドーピングの検査法として注目された理由は、遺
伝子ドーピングでは生体由来物質に関わる遺伝子
が使用されるからである。生体パスポートは遺伝
子ドーピングの有力な検出法の一つではあるが、
血液中のバイオマーカーについて個体毎の基準
値、最大値、最小値などを設定する必要があり、こ
れに加えて経時的（毎週あるいは毎月）にバイオ
マーカーを測定する必要があることから、実践す
るうえでの作業負担は大きい。

最後に
　遺伝子ドーピングは、現状では実施が困難であ
ることから、ヒトおよび競走馬に対して未だ行わ
れていないと考えられる。では、いつ実施される可
能性が高いだろうか。その一つは、遺伝子治療薬が
市販の製剤として発売された場合であろう。この
ため、現状では具体的な検査法の開発よりはむし

ろ、抑止的な施策を講じることが重要と考えられ
る。
　抑止的な施策としては
１）日本の薬物規制ルールにおける遺伝子治療お

よび遺伝子ドーピング
２）遺伝子治療が実施された際の記録と管理
３）遺伝子治療と遺伝子ドーピングの検出法に関

する研究の積極的な実施とその研究成果の公
表

４）遺伝子ドーピングに関する倫理的問題の関係
者へ周知徹底

５）検査材料の将来にわたる保管
などであろう。
　現在の国際的な競馬における薬物検査では、
レース前およびレース後検査（In Competition 
Test: ICT）、レース外検査（Out of Competition 
Test: OOCT）がある。遺伝子ドーピングは、その性
質上、レース直前に実施されることは少なく、アナ
ボリックステロイドのように若齢期などに利用さ
れる場合が多いと考えられる。そのため、OOCTの
検査材料を使用したPCR検査（ベクター検出）の実
施、あるいは将来開発される検査に備えたOOCT
検査材料の保管は、有力な抑止策の一つになると
考えられる。
　従来、競馬におけるドーピング規制および検査

法の開発は、主な対象物質が低分子化合物である
ため、分析化学者が主体になって進めてきた。しか
し、遺伝子ドーピングに関しては、対象物質として
遺伝子やオリゴヌクレオチドが使用されることか
ら、分子生物学および分子遺伝学の専門家も加え、
両者が協力することが重要である。
　また、遺伝子治療は、先端の治療法の一つであ
り、研究が進むことで骨折の治癒促進にも利用す
ることが期待される。そのため、遺伝子ドーピング
は遺伝子治療の不正利用という考え方に基づい
て、遺伝子治療を全面禁止するのではなく、競走馬
の健康と福祉を考慮して許容可能な治療を認定す
るなどし、ドーピング規制を整備することが重要
であろう。
　本解説記事が、最新の獣医療の一つである遺伝
子治療、また、公正な競馬を施行するうえで取り組
むべき課題である遺伝子ドーピング問題を理解す
る一助となれば幸いである。なお、当該分野は、日
進月歩で研究が進むことから、本稿の内容にとら
われずに、常に最新の情報に触れて頂きたい。

　本稿は、第36回アジア競馬会議での講演「How 
do we deal with Gene doping in Horse Racing 
Industry?」に基づいて作成したものである。

1)競走馬理化学研究所
2)美浦トレーニング・センター競走馬診療所
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図1　Prohibited Methods（禁止方法） 図2　遺伝子治療の手法

表1　遺伝子治療に使用される主要なベクターの特徴
はじめに
　ドーピングコントロールは、公正な競馬を施行
するうえで欠かせない事項であり、国際競馬統括
機関連盟（International Federation of Horseracing 
Authorities: IFHA）は、「生産、競馬および賭事に関
する国際協約（International  Agreement on 
Breeding, Racing, and Wagering: IABRW）」、いわ
ゆるパリ協約において、禁止薬物や禁止行為を定
めている。これを参考に、各国の競馬統括機関は、
それぞれドーピングに関する規程を整備してい
る。日本では、競馬法や主催者の規程において、多
数の低分子化合物が禁止薬物として指定されてい
るが、物質としての遺伝子および核酸の使用につ
いては、明確な規程は存在しない。
　このような中、各国の競馬産業界において、競走
馬を対象とした遺伝子治療への興味および遺伝子
ドーピングへの懸念が高まったことを受け、公正
競馬の観点から、IFHAにおいて遺伝子操作に対応
する小委員会（Genetic Manipulation of the 
Heritable Genome Sub-Committee）が設置された。
これに伴い、2013年にパリ協約第6条（禁止薬物）
および第12条（サラブレッドの定義）が改定され
た。同小委員会は、遺伝子操作および細胞操作に関
する問題を整理し、ゲノムが改変された競走馬の
作製に対する抑止的施策および検査法開発の議論
が完了したことで、2015年12月に解散した。その
後、IFHAは遺伝子ドーピング問題に注力すべく、
2016年4月に新しい小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）を発足させ、その対策強
化の議論を開始した。筆者らは、新小委員会の委員

を委嘱され、国際的な遺伝子ドーピングに関する
規程の整備に協力することとなった。
　今回、これまでに培った獣医療、あるいは分子遺
伝学的研究および分子生物学的研究の経験を踏ま
え、競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついて解説する。

遺伝子ドーピング
　遺伝子ドーピング（Gene Doping）という言葉
は、ヒトの医療分野で遺伝子治療が現実味を帯び
始めた時期に、遺伝子治療の「遺伝子（Gene）」、医
薬品の不正利用である「ドーピング（Doping）」を
組み合わせることで誕生した造語と考えられる。
このため、当初、学術分野をはじめスポーツ分野に
おいても、遺伝子ドーピングに関する明確な定義
は存在しなかった。
　世界アンチドーピング機関（World Anti-Doping 
Agency: WADA）は、2008年にWADA Codeにおい
て遺伝子ドーピングを定義し、幾多の改正を経て、
2016年1月1日現在、図1に示すとおり、禁止方法
の一つとして「競技能力を高めることを目的とし、
１．核酸のポリマーまたは核酸類似物質の移入、
２．正常なあるいは遺伝子を修飾した細胞の使用」
と定義している。WADAの遺伝子ドーピングに対
する定義をわかりやすく言い換えれば、「遺伝子お
よびオリゴヌクレオチド（数十bp程度のDNA配
列）を物質として使用することで、筋肉増強、血流
増加、持久力強化などの効果をもたらし、競技者の
パフォーマンスを向上させる可能性がある行為」
となる。

　競馬産業界においては、どのように定義されて
いるだろうか。IFHAは2000年前半から遺伝子
ドーピングの対応を検討し始めていたが、競馬の
薬物規制関係者に遺伝子関連の知識が不足してい
たため、大きな進展はなかった。このような背景か
ら、現在、パリ協約の第6B条で「遺伝子操作および
細胞操作」として規制されているが、その定義や考
え方が競馬主催者や関係者に浸透しているとは言
いがたい現状がある。そのため、各人および各主催
者が、遺伝子ドーピングに関して、それぞれ異なる
コンセプトをもち、その結果、様々な対策を提案し
ている。この多種多様なコンセプトが、遺伝子ドー
ピングの対応に混乱をきたす原因となっている。
　このため、遺伝子ドーピングについて、専門家で
なくとも理解しやすいコンセプトを提示し、明確
に定義することが対策の第一歩になると考えられ
る。筆者自身は、競馬サークルにおける遺伝子ドー
ピングを「遺伝子治療の不正利用（Abuse/misuse 
of Gene Therapy）」と定義することを提案したい。
そして、コンセプトが統一されることにより、抑止
策の策定および検査法の開発が前進すると考えら
れる。

遺伝子治療
　遺伝子治療（あるいは遺伝子治療薬）とは、遺伝
子を体内に導入し、体内で遺伝子を発現させるこ
とで疾病を治療する行為（あるいは医薬品）であ
り、医療および学術分野において明確なコンセプ
トをもつ。
　遺伝子治療は、その実施法から「in vivo遺伝子治
療」および「ex vivo遺伝子治療」に分類できる。in 
vivo遺伝子治療とは、ベクターを使って遺伝子を
直接体内に導入する手法である（図2a）。一方、ex 
vivo遺伝子治療とは、リンパ球などの組織を培養
した後、ベクターを使って遺伝子を培養組織に導
入し、その組織を再び体内に戻すという手法であ
る（図2b）。ヒトで最初に実施された遺伝子治療
は、アデノシンデアミナーゼ（ADA）欠損症に対す
るものであり、ex vivo遺伝子治療法が利用された。
　遺伝子治療において、遺伝子導入に使用するベ
クターは、ウイルスベクター系および非ウイルス
ベクター系に分割できる。現在、様々なベクターが
開発されているが、導入効率や導入サイズ、安全
性、デリバリーなどにおいて一長一短がある（表
1）。ウイルスベクター系は、ウイルスが細胞に感
染する仕組みを利用して遺伝子を体内の細胞に導

入する技術であり、遺伝子の導入効率は比較的良
い。しかし、ウイルス感染が生じた状態と類似する
ため、感染性物質を取り扱う場合と同様の管理上
の問題があり、臨床における使用では種々の課題
が残る。一方、非ウイルスベクター系は、体内にベ
クターを導入した後、電気刺激あるいはリポソー
ムに包含することで細胞へ導入する技術である。
感染性の問題は軽微であるが、標的組織へのデリ
バリーに課題が残る。
　アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターは、導入遺
伝子が宿主細胞のゲノムに挿入されないという特
徴をもつことから、最近、特に注目されており、多
くの臨床研究が実施されている。アデノウイルス
ベクターなどでは、導入遺伝子がゲノム配列に対
してランダムに挿入されることから、癌化の危険
性がある一方、AAVベクターでは、この様な危険性
が極めて少ない点が長所とされる。

核酸医薬品
　核酸医薬品とは、オリゴヌクレオチドを体内に
導入し、RNAなどに結合することで遺伝子発現を
調節（主に減弱）、または、転写因子やタンパク質な
どに結合することで生理活性に影響を及ぼすこと
により、疾病を治療する医薬品である。明確に定義
されていないが、オリゴヌクレオチドを体内に導
入するという手法であることから、広義の意味で
遺伝子治療の一分野と解釈することができる。
　核酸医薬品には、標的の相違によって複数の作
用機序がある。アンチセンス核酸（含：siRNA、
miRNA）はゲノムあるいはmRNAに直接影響を及
ぼして遺伝子発現を減弱させる。デコイ核酸は転
写因子に結合することで遺伝子発現を減弱させ
る。アプタマーは抗体と同様な作用機序をもち、細
胞外でタンパク質と結合することでシグナル伝達
などを阻害する。加齢黄斑変性症の治療薬である
Macugen（Pfizer̶Archemix社）は、日本国内で唯
一承認されているアプタマー医薬品である。

ゲノム編集
　ゲノム編集とは、標的ゲノム部位を特異的に改
変（削除・置換・挿入）する技術の総称である。近年、
CRISPR/Casシステムと呼ばれる技術が開発され

たことで、ゲノムの編集すなわち遺伝子改変技術
が飛躍的に進歩し、容易に実施できるようになっ
た。
　一般に、ゲノム編集は受精卵や胚、培養細胞を対
象に実施され、実験動物などを対象に遺伝子改変
動物の作製を目的に利用することが主体であっ
た。しかし、最近、CRISPR/Casシステムが開発され
たことで、同システムをAAVベクターに組み込ん
でin vivoにおけるゲノム編集も可能となった。つ
まり、成熟個体（成体）を対象に、肝臓や骨格筋など
の特定の組織の遺伝子を改変する遺伝子治療が成
功している。

遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングが次世代に
及ぼす影響
　遺伝子治療に関する様々な技術を述べてきた
が、ここで、遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピング
が、次世代に及ぼす影響について述べる。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子導入法は、遺伝子あるいは核酸を細胞に導
入して遺伝子発現を増加あるいは減少させるが、
原則、細胞中のゲノムを改変することはなく、導入
された遺伝子は一定期間で体内から排除される。
そのため、導入された遺伝子が遺伝継承されるこ
とはなく、次世代への影響はほぼ皆無である。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子改変技術（ゲノム編集など）は、肝臓や骨格
筋などの体細胞が対象であれば、次世代に影響す
ることはない。一方、卵子や精子などの生殖系列細
胞が対象であれば、それらは遺伝継承され、次世代
に影響を及ぼす。成熟個体を対象にした遺伝子改
変行為は、その実施法によって次世代への影響が
異なる。
　なお、遺伝子治療および遺伝子ドーピングの範
疇には入らないと考えられるが、遺伝子改変動物
の問題についても述べる。ゲノム編集などの遺伝
子改変技術は、遺伝子改変動物の作製にも利用で
き、この場合、受精卵および胚が操作の対象とな
る。受精卵および胚の遺伝情報は、その後、成熟個
体の全細胞（含：生殖系列細胞）に拡散することか
ら、ほぼ100％の確率で、改変されたゲノムは次世
代へ遺伝継承され、その影響は計り知れない。

　以上を踏まえ、公正競馬を施行する上で、成熟個
体を対象とした遺伝子治療は、競走馬の健康と福
祉を考慮し、その使用の是非を踏まえて規制され
るべきであると考えられる。一方、受精卵および
胚、あるいは成熟個体の生殖系列細胞への操作は、
サラブレッドの定義に影響を及ぼすことから完全
に禁止されるべき事案である。

ウマにおける遺伝子治療関連研究
　Ishiharaら（米国オハイオ州立大学）は、2008年
に骨折の治癒促進を目的とした遺伝子治療を実施
した。人工的に骨折症状を作出した成馬を対象に、
アデノウイルスベクターを使用してBMP-2あるい
はBMP-6遺伝子を骨折部位に導入し、その治癒促
進効果を評価した。遺伝子治療された個体では、治
癒期間の短縮が観察されている。
　米国では、ウエストナイルウイルスへの対策と
してDNAワクチンと呼ばれる技術が利用されてい
る。DNAワクチンとは、ウイルス由来の抗原遺伝子
を挿入したプラスミドベクターを体内に導入し、
体内でウイルス抗原のタンパク質が産生されるこ
とで、ウイルスに対する免疫を獲得し、疾患の治療
に寄与するという手法である。プラスミドベク
ターに遺伝子を挿入して体内に導入するという点
で、広義の意味で、技術的には遺伝子治療の範疇に
入る。
　競走馬では屈腱炎の治療を目的に、幹細胞治療

（Stem Cell Therapy）が利用されている。幹細胞治
療とは、自己幹細胞を採取・培養し、病変部位に移
植して治癒促進を図るものである。遺伝子導入の
有無は異なるが、ex vivo遺伝子治療と類似した技
術である。
　これら以外にも、最近では、変形性関節症

（osteoarthritis）の治療を目的とし、AAVベクター
を用いて成長因子であるIGF-1遺伝子を導入する
手法が開発されるなど、ウマを対象として様々な
遺伝子治療関連研究が展開されている。このため、
遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピング
は、競馬産業界においても喫緊の課題である。

遺伝子ドーピングの検出法
　現在、遺伝子治療の主流は、ウイルスベクターを

使用してin vivo法によって体内に遺伝子を導入す
る手法となっている。また、導入される遺伝子は、
ゲノム中の遺伝子構造と異なってイントロン配列
を持たない。このため、ベクターの遺伝子配列ある
いは導入遺伝子（イントロンなし）を標的とし、こ
れらをPCR法で識別・検出することでドーピング
行為を摘発できる可能性がある。実際に、マウスに
おいて遺伝子治療用ベクターを筋肉注射した際に
は、血液および尿を検査材料とすることで、3週間
程度、検査材料からベクターの痕跡を検出できる
との報告がある。
　また、遺伝子治療として成体を対象にゲノム改
変が実施された場合では、標的組織以外の血液細
胞でもゲノム改変が誘起される可能性が高く、こ
のモザイク状態を、次世代シーケンサーによる
deep sequence解析あるいはデジタルPCR技術に
よるモザイク解析で検出できると考えられる。
　上記以外では、生体パスポート（Biological  
Passport）と呼ばれる手法が、遺伝子ドーピングの
検出法として注目されている。生体パスポートは、
エリスロポエチンなどの生体由来物質を対象と
し、継続的な観察によって個体（あるいは集団）に
おけるバイオマーカーの基準値、最大値および最
小値を定め、その許容範囲を逸脱した場合にドー
ピング行為を疑うという検出法である。遺伝子
ドーピングの検査法として注目された理由は、遺
伝子ドーピングでは生体由来物質に関わる遺伝子
が使用されるからである。生体パスポートは遺伝
子ドーピングの有力な検出法の一つではあるが、
血液中のバイオマーカーについて個体毎の基準
値、最大値、最小値などを設定する必要があり、こ
れに加えて経時的（毎週あるいは毎月）にバイオ
マーカーを測定する必要があることから、実践す
るうえでの作業負担は大きい。

最後に
　遺伝子ドーピングは、現状では実施が困難であ
ることから、ヒトおよび競走馬に対して未だ行わ
れていないと考えられる。では、いつ実施される可
能性が高いだろうか。その一つは、遺伝子治療薬が
市販の製剤として発売された場合であろう。この
ため、現状では具体的な検査法の開発よりはむし

ろ、抑止的な施策を講じることが重要と考えられ
る。
　抑止的な施策としては
１）日本の薬物規制ルールにおける遺伝子治療お

よび遺伝子ドーピング
２）遺伝子治療が実施された際の記録と管理
３）遺伝子治療と遺伝子ドーピングの検出法に関

する研究の積極的な実施とその研究成果の公
表

４）遺伝子ドーピングに関する倫理的問題の関係
者へ周知徹底

５）検査材料の将来にわたる保管
などであろう。
　現在の国際的な競馬における薬物検査では、
レース前およびレース後検査（In Competition 
Test: ICT）、レース外検査（Out of Competition 
Test: OOCT）がある。遺伝子ドーピングは、その性
質上、レース直前に実施されることは少なく、アナ
ボリックステロイドのように若齢期などに利用さ
れる場合が多いと考えられる。そのため、OOCTの
検査材料を使用したPCR検査（ベクター検出）の実
施、あるいは将来開発される検査に備えたOOCT
検査材料の保管は、有力な抑止策の一つになると
考えられる。
　従来、競馬におけるドーピング規制および検査

法の開発は、主な対象物質が低分子化合物である
ため、分析化学者が主体になって進めてきた。しか
し、遺伝子ドーピングに関しては、対象物質として
遺伝子やオリゴヌクレオチドが使用されることか
ら、分子生物学および分子遺伝学の専門家も加え、
両者が協力することが重要である。
　また、遺伝子治療は、先端の治療法の一つであ
り、研究が進むことで骨折の治癒促進にも利用す
ることが期待される。そのため、遺伝子ドーピング
は遺伝子治療の不正利用という考え方に基づい
て、遺伝子治療を全面禁止するのではなく、競走馬
の健康と福祉を考慮して許容可能な治療を認定す
るなどし、ドーピング規制を整備することが重要
であろう。
　本解説記事が、最新の獣医療の一つである遺伝
子治療、また、公正な競馬を施行するうえで取り組
むべき課題である遺伝子ドーピング問題を理解す
る一助となれば幸いである。なお、当該分野は、日
進月歩で研究が進むことから、本稿の内容にとら
われずに、常に最新の情報に触れて頂きたい。

　本稿は、第36回アジア競馬会議での講演「How 
do we deal with Gene doping in Horse Racing 
Industry?」に基づいて作成したものである。
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はじめに
　ドーピングコントロールは、公正な競馬を施行
するうえで欠かせない事項であり、国際競馬統括
機関連盟（International Federation of Horseracing 
Authorities: IFHA）は、「生産、競馬および賭事に関
する国際協約（International  Agreement on 
Breeding, Racing, and Wagering: IABRW）」、いわ
ゆるパリ協約において、禁止薬物や禁止行為を定
めている。これを参考に、各国の競馬統括機関は、
それぞれドーピングに関する規程を整備してい
る。日本では、競馬法や主催者の規程において、多
数の低分子化合物が禁止薬物として指定されてい
るが、物質としての遺伝子および核酸の使用につ
いては、明確な規程は存在しない。
　このような中、各国の競馬産業界において、競走
馬を対象とした遺伝子治療への興味および遺伝子
ドーピングへの懸念が高まったことを受け、公正
競馬の観点から、IFHAにおいて遺伝子操作に対応
する小委員会（Genetic Manipulation of the 
Heritable Genome Sub-Committee）が設置された。
これに伴い、2013年にパリ協約第6条（禁止薬物）
および第12条（サラブレッドの定義）が改定され
た。同小委員会は、遺伝子操作および細胞操作に関
する問題を整理し、ゲノムが改変された競走馬の
作製に対する抑止的施策および検査法開発の議論
が完了したことで、2015年12月に解散した。その
後、IFHAは遺伝子ドーピング問題に注力すべく、
2016年4月に新しい小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）を発足させ、その対策強
化の議論を開始した。筆者らは、新小委員会の委員

を委嘱され、国際的な遺伝子ドーピングに関する
規程の整備に協力することとなった。
　今回、これまでに培った獣医療、あるいは分子遺
伝学的研究および分子生物学的研究の経験を踏ま
え、競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついて解説する。

遺伝子ドーピング
　遺伝子ドーピング（Gene Doping）という言葉
は、ヒトの医療分野で遺伝子治療が現実味を帯び
始めた時期に、遺伝子治療の「遺伝子（Gene）」、医
薬品の不正利用である「ドーピング（Doping）」を
組み合わせることで誕生した造語と考えられる。
このため、当初、学術分野をはじめスポーツ分野に
おいても、遺伝子ドーピングに関する明確な定義
は存在しなかった。
　世界アンチドーピング機関（World Anti-Doping 
Agency: WADA）は、2008年にWADA Codeにおい
て遺伝子ドーピングを定義し、幾多の改正を経て、
2016年1月1日現在、図1に示すとおり、禁止方法
の一つとして「競技能力を高めることを目的とし、
１．核酸のポリマーまたは核酸類似物質の移入、
２．正常なあるいは遺伝子を修飾した細胞の使用」
と定義している。WADAの遺伝子ドーピングに対
する定義をわかりやすく言い換えれば、「遺伝子お
よびオリゴヌクレオチド（数十bp程度のDNA配
列）を物質として使用することで、筋肉増強、血流
増加、持久力強化などの効果をもたらし、競技者の
パフォーマンスを向上させる可能性がある行為」
となる。

　競馬産業界においては、どのように定義されて
いるだろうか。IFHAは2000年前半から遺伝子
ドーピングの対応を検討し始めていたが、競馬の
薬物規制関係者に遺伝子関連の知識が不足してい
たため、大きな進展はなかった。このような背景か
ら、現在、パリ協約の第6B条で「遺伝子操作および
細胞操作」として規制されているが、その定義や考
え方が競馬主催者や関係者に浸透しているとは言
いがたい現状がある。そのため、各人および各主催
者が、遺伝子ドーピングに関して、それぞれ異なる
コンセプトをもち、その結果、様々な対策を提案し
ている。この多種多様なコンセプトが、遺伝子ドー
ピングの対応に混乱をきたす原因となっている。
　このため、遺伝子ドーピングについて、専門家で
なくとも理解しやすいコンセプトを提示し、明確
に定義することが対策の第一歩になると考えられ
る。筆者自身は、競馬サークルにおける遺伝子ドー
ピングを「遺伝子治療の不正利用（Abuse/misuse 
of Gene Therapy）」と定義することを提案したい。
そして、コンセプトが統一されることにより、抑止
策の策定および検査法の開発が前進すると考えら
れる。

遺伝子治療
　遺伝子治療（あるいは遺伝子治療薬）とは、遺伝
子を体内に導入し、体内で遺伝子を発現させるこ
とで疾病を治療する行為（あるいは医薬品）であ
り、医療および学術分野において明確なコンセプ
トをもつ。
　遺伝子治療は、その実施法から「in vivo遺伝子治
療」および「ex vivo遺伝子治療」に分類できる。in 
vivo遺伝子治療とは、ベクターを使って遺伝子を
直接体内に導入する手法である（図2a）。一方、ex 
vivo遺伝子治療とは、リンパ球などの組織を培養
した後、ベクターを使って遺伝子を培養組織に導
入し、その組織を再び体内に戻すという手法であ
る（図2b）。ヒトで最初に実施された遺伝子治療
は、アデノシンデアミナーゼ（ADA）欠損症に対す
るものであり、ex vivo遺伝子治療法が利用された。
　遺伝子治療において、遺伝子導入に使用するベ
クターは、ウイルスベクター系および非ウイルス
ベクター系に分割できる。現在、様々なベクターが
開発されているが、導入効率や導入サイズ、安全
性、デリバリーなどにおいて一長一短がある（表
1）。ウイルスベクター系は、ウイルスが細胞に感
染する仕組みを利用して遺伝子を体内の細胞に導

入する技術であり、遺伝子の導入効率は比較的良
い。しかし、ウイルス感染が生じた状態と類似する
ため、感染性物質を取り扱う場合と同様の管理上
の問題があり、臨床における使用では種々の課題
が残る。一方、非ウイルスベクター系は、体内にベ
クターを導入した後、電気刺激あるいはリポソー
ムに包含することで細胞へ導入する技術である。
感染性の問題は軽微であるが、標的組織へのデリ
バリーに課題が残る。
　アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターは、導入遺
伝子が宿主細胞のゲノムに挿入されないという特
徴をもつことから、最近、特に注目されており、多
くの臨床研究が実施されている。アデノウイルス
ベクターなどでは、導入遺伝子がゲノム配列に対
してランダムに挿入されることから、癌化の危険
性がある一方、AAVベクターでは、この様な危険性
が極めて少ない点が長所とされる。

核酸医薬品
　核酸医薬品とは、オリゴヌクレオチドを体内に
導入し、RNAなどに結合することで遺伝子発現を
調節（主に減弱）、または、転写因子やタンパク質な
どに結合することで生理活性に影響を及ぼすこと
により、疾病を治療する医薬品である。明確に定義
されていないが、オリゴヌクレオチドを体内に導
入するという手法であることから、広義の意味で
遺伝子治療の一分野と解釈することができる。
　核酸医薬品には、標的の相違によって複数の作
用機序がある。アンチセンス核酸（含：siRNA、
miRNA）はゲノムあるいはmRNAに直接影響を及
ぼして遺伝子発現を減弱させる。デコイ核酸は転
写因子に結合することで遺伝子発現を減弱させ
る。アプタマーは抗体と同様な作用機序をもち、細
胞外でタンパク質と結合することでシグナル伝達
などを阻害する。加齢黄斑変性症の治療薬である
Macugen（Pfizer̶Archemix社）は、日本国内で唯
一承認されているアプタマー医薬品である。

ゲノム編集
　ゲノム編集とは、標的ゲノム部位を特異的に改
変（削除・置換・挿入）する技術の総称である。近年、
CRISPR/Casシステムと呼ばれる技術が開発され

たことで、ゲノムの編集すなわち遺伝子改変技術
が飛躍的に進歩し、容易に実施できるようになっ
た。
　一般に、ゲノム編集は受精卵や胚、培養細胞を対
象に実施され、実験動物などを対象に遺伝子改変
動物の作製を目的に利用することが主体であっ
た。しかし、最近、CRISPR/Casシステムが開発され
たことで、同システムをAAVベクターに組み込ん
でin vivoにおけるゲノム編集も可能となった。つ
まり、成熟個体（成体）を対象に、肝臓や骨格筋など
の特定の組織の遺伝子を改変する遺伝子治療が成
功している。

遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングが次世代に
及ぼす影響
　遺伝子治療に関する様々な技術を述べてきた
が、ここで、遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピング
が、次世代に及ぼす影響について述べる。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子導入法は、遺伝子あるいは核酸を細胞に導
入して遺伝子発現を増加あるいは減少させるが、
原則、細胞中のゲノムを改変することはなく、導入
された遺伝子は一定期間で体内から排除される。
そのため、導入された遺伝子が遺伝継承されるこ
とはなく、次世代への影響はほぼ皆無である。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子改変技術（ゲノム編集など）は、肝臓や骨格
筋などの体細胞が対象であれば、次世代に影響す
ることはない。一方、卵子や精子などの生殖系列細
胞が対象であれば、それらは遺伝継承され、次世代
に影響を及ぼす。成熟個体を対象にした遺伝子改
変行為は、その実施法によって次世代への影響が
異なる。
　なお、遺伝子治療および遺伝子ドーピングの範
疇には入らないと考えられるが、遺伝子改変動物
の問題についても述べる。ゲノム編集などの遺伝
子改変技術は、遺伝子改変動物の作製にも利用で
き、この場合、受精卵および胚が操作の対象とな
る。受精卵および胚の遺伝情報は、その後、成熟個
体の全細胞（含：生殖系列細胞）に拡散することか
ら、ほぼ100％の確率で、改変されたゲノムは次世
代へ遺伝継承され、その影響は計り知れない。

　以上を踏まえ、公正競馬を施行する上で、成熟個
体を対象とした遺伝子治療は、競走馬の健康と福
祉を考慮し、その使用の是非を踏まえて規制され
るべきであると考えられる。一方、受精卵および
胚、あるいは成熟個体の生殖系列細胞への操作は、
サラブレッドの定義に影響を及ぼすことから完全
に禁止されるべき事案である。

ウマにおける遺伝子治療関連研究
　Ishiharaら（米国オハイオ州立大学）は、2008年
に骨折の治癒促進を目的とした遺伝子治療を実施
した。人工的に骨折症状を作出した成馬を対象に、
アデノウイルスベクターを使用してBMP-2あるい
はBMP-6遺伝子を骨折部位に導入し、その治癒促
進効果を評価した。遺伝子治療された個体では、治
癒期間の短縮が観察されている。
　米国では、ウエストナイルウイルスへの対策と
してDNAワクチンと呼ばれる技術が利用されてい
る。DNAワクチンとは、ウイルス由来の抗原遺伝子
を挿入したプラスミドベクターを体内に導入し、
体内でウイルス抗原のタンパク質が産生されるこ
とで、ウイルスに対する免疫を獲得し、疾患の治療
に寄与するという手法である。プラスミドベク
ターに遺伝子を挿入して体内に導入するという点
で、広義の意味で、技術的には遺伝子治療の範疇に
入る。
　競走馬では屈腱炎の治療を目的に、幹細胞治療

（Stem Cell Therapy）が利用されている。幹細胞治
療とは、自己幹細胞を採取・培養し、病変部位に移
植して治癒促進を図るものである。遺伝子導入の
有無は異なるが、ex vivo遺伝子治療と類似した技
術である。
　これら以外にも、最近では、変形性関節症

（osteoarthritis）の治療を目的とし、AAVベクター
を用いて成長因子であるIGF-1遺伝子を導入する
手法が開発されるなど、ウマを対象として様々な
遺伝子治療関連研究が展開されている。このため、
遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピング
は、競馬産業界においても喫緊の課題である。

遺伝子ドーピングの検出法
　現在、遺伝子治療の主流は、ウイルスベクターを

使用してin vivo法によって体内に遺伝子を導入す
る手法となっている。また、導入される遺伝子は、
ゲノム中の遺伝子構造と異なってイントロン配列
を持たない。このため、ベクターの遺伝子配列ある
いは導入遺伝子（イントロンなし）を標的とし、こ
れらをPCR法で識別・検出することでドーピング
行為を摘発できる可能性がある。実際に、マウスに
おいて遺伝子治療用ベクターを筋肉注射した際に
は、血液および尿を検査材料とすることで、3週間
程度、検査材料からベクターの痕跡を検出できる
との報告がある。
　また、遺伝子治療として成体を対象にゲノム改
変が実施された場合では、標的組織以外の血液細
胞でもゲノム改変が誘起される可能性が高く、こ
のモザイク状態を、次世代シーケンサーによる
deep sequence解析あるいはデジタルPCR技術に
よるモザイク解析で検出できると考えられる。
　上記以外では、生体パスポート（Biological  
Passport）と呼ばれる手法が、遺伝子ドーピングの
検出法として注目されている。生体パスポートは、
エリスロポエチンなどの生体由来物質を対象と
し、継続的な観察によって個体（あるいは集団）に
おけるバイオマーカーの基準値、最大値および最
小値を定め、その許容範囲を逸脱した場合にドー
ピング行為を疑うという検出法である。遺伝子
ドーピングの検査法として注目された理由は、遺
伝子ドーピングでは生体由来物質に関わる遺伝子
が使用されるからである。生体パスポートは遺伝
子ドーピングの有力な検出法の一つではあるが、
血液中のバイオマーカーについて個体毎の基準
値、最大値、最小値などを設定する必要があり、こ
れに加えて経時的（毎週あるいは毎月）にバイオ
マーカーを測定する必要があることから、実践す
るうえでの作業負担は大きい。

最後に
　遺伝子ドーピングは、現状では実施が困難であ
ることから、ヒトおよび競走馬に対して未だ行わ
れていないと考えられる。では、いつ実施される可
能性が高いだろうか。その一つは、遺伝子治療薬が
市販の製剤として発売された場合であろう。この
ため、現状では具体的な検査法の開発よりはむし

ろ、抑止的な施策を講じることが重要と考えられ
る。
　抑止的な施策としては
１）日本の薬物規制ルールにおける遺伝子治療お

よび遺伝子ドーピング
２）遺伝子治療が実施された際の記録と管理
３）遺伝子治療と遺伝子ドーピングの検出法に関

する研究の積極的な実施とその研究成果の公
表

４）遺伝子ドーピングに関する倫理的問題の関係
者へ周知徹底

５）検査材料の将来にわたる保管
などであろう。
　現在の国際的な競馬における薬物検査では、
レース前およびレース後検査（In Competition 
Test: ICT）、レース外検査（Out of Competition 
Test: OOCT）がある。遺伝子ドーピングは、その性
質上、レース直前に実施されることは少なく、アナ
ボリックステロイドのように若齢期などに利用さ
れる場合が多いと考えられる。そのため、OOCTの
検査材料を使用したPCR検査（ベクター検出）の実
施、あるいは将来開発される検査に備えたOOCT
検査材料の保管は、有力な抑止策の一つになると
考えられる。
　従来、競馬におけるドーピング規制および検査

法の開発は、主な対象物質が低分子化合物である
ため、分析化学者が主体になって進めてきた。しか
し、遺伝子ドーピングに関しては、対象物質として
遺伝子やオリゴヌクレオチドが使用されることか
ら、分子生物学および分子遺伝学の専門家も加え、
両者が協力することが重要である。
　また、遺伝子治療は、先端の治療法の一つであ
り、研究が進むことで骨折の治癒促進にも利用す
ることが期待される。そのため、遺伝子ドーピング
は遺伝子治療の不正利用という考え方に基づい
て、遺伝子治療を全面禁止するのではなく、競走馬
の健康と福祉を考慮して許容可能な治療を認定す
るなどし、ドーピング規制を整備することが重要
であろう。
　本解説記事が、最新の獣医療の一つである遺伝
子治療、また、公正な競馬を施行するうえで取り組
むべき課題である遺伝子ドーピング問題を理解す
る一助となれば幸いである。なお、当該分野は、日
進月歩で研究が進むことから、本稿の内容にとら
われずに、常に最新の情報に触れて頂きたい。

　本稿は、第36回アジア競馬会議での講演「How 
do we deal with Gene doping in Horse Racing 
Industry?」に基づいて作成したものである。
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はじめに
　ドーピングコントロールは、公正な競馬を施行
するうえで欠かせない事項であり、国際競馬統括
機関連盟（International Federation of Horseracing 
Authorities: IFHA）は、「生産、競馬および賭事に関
する国際協約（International  Agreement on 
Breeding, Racing, and Wagering: IABRW）」、いわ
ゆるパリ協約において、禁止薬物や禁止行為を定
めている。これを参考に、各国の競馬統括機関は、
それぞれドーピングに関する規程を整備してい
る。日本では、競馬法や主催者の規程において、多
数の低分子化合物が禁止薬物として指定されてい
るが、物質としての遺伝子および核酸の使用につ
いては、明確な規程は存在しない。
　このような中、各国の競馬産業界において、競走
馬を対象とした遺伝子治療への興味および遺伝子
ドーピングへの懸念が高まったことを受け、公正
競馬の観点から、IFHAにおいて遺伝子操作に対応
する小委員会（Genetic Manipulation of the 
Heritable Genome Sub-Committee）が設置された。
これに伴い、2013年にパリ協約第6条（禁止薬物）
および第12条（サラブレッドの定義）が改定され
た。同小委員会は、遺伝子操作および細胞操作に関
する問題を整理し、ゲノムが改変された競走馬の
作製に対する抑止的施策および検査法開発の議論
が完了したことで、2015年12月に解散した。その
後、IFHAは遺伝子ドーピング問題に注力すべく、
2016年4月に新しい小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）を発足させ、その対策強
化の議論を開始した。筆者らは、新小委員会の委員

を委嘱され、国際的な遺伝子ドーピングに関する
規程の整備に協力することとなった。
　今回、これまでに培った獣医療、あるいは分子遺
伝学的研究および分子生物学的研究の経験を踏ま
え、競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついて解説する。

遺伝子ドーピング
　遺伝子ドーピング（Gene Doping）という言葉
は、ヒトの医療分野で遺伝子治療が現実味を帯び
始めた時期に、遺伝子治療の「遺伝子（Gene）」、医
薬品の不正利用である「ドーピング（Doping）」を
組み合わせることで誕生した造語と考えられる。
このため、当初、学術分野をはじめスポーツ分野に
おいても、遺伝子ドーピングに関する明確な定義
は存在しなかった。
　世界アンチドーピング機関（World Anti-Doping 
Agency: WADA）は、2008年にWADA Codeにおい
て遺伝子ドーピングを定義し、幾多の改正を経て、
2016年1月1日現在、図1に示すとおり、禁止方法
の一つとして「競技能力を高めることを目的とし、
１．核酸のポリマーまたは核酸類似物質の移入、
２．正常なあるいは遺伝子を修飾した細胞の使用」
と定義している。WADAの遺伝子ドーピングに対
する定義をわかりやすく言い換えれば、「遺伝子お
よびオリゴヌクレオチド（数十bp程度のDNA配
列）を物質として使用することで、筋肉増強、血流
増加、持久力強化などの効果をもたらし、競技者の
パフォーマンスを向上させる可能性がある行為」
となる。

　競馬産業界においては、どのように定義されて
いるだろうか。IFHAは2000年前半から遺伝子
ドーピングの対応を検討し始めていたが、競馬の
薬物規制関係者に遺伝子関連の知識が不足してい
たため、大きな進展はなかった。このような背景か
ら、現在、パリ協約の第6B条で「遺伝子操作および
細胞操作」として規制されているが、その定義や考
え方が競馬主催者や関係者に浸透しているとは言
いがたい現状がある。そのため、各人および各主催
者が、遺伝子ドーピングに関して、それぞれ異なる
コンセプトをもち、その結果、様々な対策を提案し
ている。この多種多様なコンセプトが、遺伝子ドー
ピングの対応に混乱をきたす原因となっている。
　このため、遺伝子ドーピングについて、専門家で
なくとも理解しやすいコンセプトを提示し、明確
に定義することが対策の第一歩になると考えられ
る。筆者自身は、競馬サークルにおける遺伝子ドー
ピングを「遺伝子治療の不正利用（Abuse/misuse 
of Gene Therapy）」と定義することを提案したい。
そして、コンセプトが統一されることにより、抑止
策の策定および検査法の開発が前進すると考えら
れる。

遺伝子治療
　遺伝子治療（あるいは遺伝子治療薬）とは、遺伝
子を体内に導入し、体内で遺伝子を発現させるこ
とで疾病を治療する行為（あるいは医薬品）であ
り、医療および学術分野において明確なコンセプ
トをもつ。
　遺伝子治療は、その実施法から「in vivo遺伝子治
療」および「ex vivo遺伝子治療」に分類できる。in 
vivo遺伝子治療とは、ベクターを使って遺伝子を
直接体内に導入する手法である（図2a）。一方、ex 
vivo遺伝子治療とは、リンパ球などの組織を培養
した後、ベクターを使って遺伝子を培養組織に導
入し、その組織を再び体内に戻すという手法であ
る（図2b）。ヒトで最初に実施された遺伝子治療
は、アデノシンデアミナーゼ（ADA）欠損症に対す
るものであり、ex vivo遺伝子治療法が利用された。
　遺伝子治療において、遺伝子導入に使用するベ
クターは、ウイルスベクター系および非ウイルス
ベクター系に分割できる。現在、様々なベクターが
開発されているが、導入効率や導入サイズ、安全
性、デリバリーなどにおいて一長一短がある（表
1）。ウイルスベクター系は、ウイルスが細胞に感
染する仕組みを利用して遺伝子を体内の細胞に導

入する技術であり、遺伝子の導入効率は比較的良
い。しかし、ウイルス感染が生じた状態と類似する
ため、感染性物質を取り扱う場合と同様の管理上
の問題があり、臨床における使用では種々の課題
が残る。一方、非ウイルスベクター系は、体内にベ
クターを導入した後、電気刺激あるいはリポソー
ムに包含することで細胞へ導入する技術である。
感染性の問題は軽微であるが、標的組織へのデリ
バリーに課題が残る。
　アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターは、導入遺
伝子が宿主細胞のゲノムに挿入されないという特
徴をもつことから、最近、特に注目されており、多
くの臨床研究が実施されている。アデノウイルス
ベクターなどでは、導入遺伝子がゲノム配列に対
してランダムに挿入されることから、癌化の危険
性がある一方、AAVベクターでは、この様な危険性
が極めて少ない点が長所とされる。

核酸医薬品
　核酸医薬品とは、オリゴヌクレオチドを体内に
導入し、RNAなどに結合することで遺伝子発現を
調節（主に減弱）、または、転写因子やタンパク質な
どに結合することで生理活性に影響を及ぼすこと
により、疾病を治療する医薬品である。明確に定義
されていないが、オリゴヌクレオチドを体内に導
入するという手法であることから、広義の意味で
遺伝子治療の一分野と解釈することができる。
　核酸医薬品には、標的の相違によって複数の作
用機序がある。アンチセンス核酸（含：siRNA、
miRNA）はゲノムあるいはmRNAに直接影響を及
ぼして遺伝子発現を減弱させる。デコイ核酸は転
写因子に結合することで遺伝子発現を減弱させ
る。アプタマーは抗体と同様な作用機序をもち、細
胞外でタンパク質と結合することでシグナル伝達
などを阻害する。加齢黄斑変性症の治療薬である
Macugen（Pfizer̶Archemix社）は、日本国内で唯
一承認されているアプタマー医薬品である。

ゲノム編集
　ゲノム編集とは、標的ゲノム部位を特異的に改
変（削除・置換・挿入）する技術の総称である。近年、
CRISPR/Casシステムと呼ばれる技術が開発され

たことで、ゲノムの編集すなわち遺伝子改変技術
が飛躍的に進歩し、容易に実施できるようになっ
た。
　一般に、ゲノム編集は受精卵や胚、培養細胞を対
象に実施され、実験動物などを対象に遺伝子改変
動物の作製を目的に利用することが主体であっ
た。しかし、最近、CRISPR/Casシステムが開発され
たことで、同システムをAAVベクターに組み込ん
でin vivoにおけるゲノム編集も可能となった。つ
まり、成熟個体（成体）を対象に、肝臓や骨格筋など
の特定の組織の遺伝子を改変する遺伝子治療が成
功している。

遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングが次世代に
及ぼす影響
　遺伝子治療に関する様々な技術を述べてきた
が、ここで、遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピング
が、次世代に及ぼす影響について述べる。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子導入法は、遺伝子あるいは核酸を細胞に導
入して遺伝子発現を増加あるいは減少させるが、
原則、細胞中のゲノムを改変することはなく、導入
された遺伝子は一定期間で体内から排除される。
そのため、導入された遺伝子が遺伝継承されるこ
とはなく、次世代への影響はほぼ皆無である。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子改変技術（ゲノム編集など）は、肝臓や骨格
筋などの体細胞が対象であれば、次世代に影響す
ることはない。一方、卵子や精子などの生殖系列細
胞が対象であれば、それらは遺伝継承され、次世代
に影響を及ぼす。成熟個体を対象にした遺伝子改
変行為は、その実施法によって次世代への影響が
異なる。
　なお、遺伝子治療および遺伝子ドーピングの範
疇には入らないと考えられるが、遺伝子改変動物
の問題についても述べる。ゲノム編集などの遺伝
子改変技術は、遺伝子改変動物の作製にも利用で
き、この場合、受精卵および胚が操作の対象とな
る。受精卵および胚の遺伝情報は、その後、成熟個
体の全細胞（含：生殖系列細胞）に拡散することか
ら、ほぼ100％の確率で、改変されたゲノムは次世
代へ遺伝継承され、その影響は計り知れない。

　以上を踏まえ、公正競馬を施行する上で、成熟個
体を対象とした遺伝子治療は、競走馬の健康と福
祉を考慮し、その使用の是非を踏まえて規制され
るべきであると考えられる。一方、受精卵および
胚、あるいは成熟個体の生殖系列細胞への操作は、
サラブレッドの定義に影響を及ぼすことから完全
に禁止されるべき事案である。

ウマにおける遺伝子治療関連研究
　Ishiharaら（米国オハイオ州立大学）は、2008年
に骨折の治癒促進を目的とした遺伝子治療を実施
した。人工的に骨折症状を作出した成馬を対象に、
アデノウイルスベクターを使用してBMP-2あるい
はBMP-6遺伝子を骨折部位に導入し、その治癒促
進効果を評価した。遺伝子治療された個体では、治
癒期間の短縮が観察されている。
　米国では、ウエストナイルウイルスへの対策と
してDNAワクチンと呼ばれる技術が利用されてい
る。DNAワクチンとは、ウイルス由来の抗原遺伝子
を挿入したプラスミドベクターを体内に導入し、
体内でウイルス抗原のタンパク質が産生されるこ
とで、ウイルスに対する免疫を獲得し、疾患の治療
に寄与するという手法である。プラスミドベク
ターに遺伝子を挿入して体内に導入するという点
で、広義の意味で、技術的には遺伝子治療の範疇に
入る。
　競走馬では屈腱炎の治療を目的に、幹細胞治療

（Stem Cell Therapy）が利用されている。幹細胞治
療とは、自己幹細胞を採取・培養し、病変部位に移
植して治癒促進を図るものである。遺伝子導入の
有無は異なるが、ex vivo遺伝子治療と類似した技
術である。
　これら以外にも、最近では、変形性関節症

（osteoarthritis）の治療を目的とし、AAVベクター
を用いて成長因子であるIGF-1遺伝子を導入する
手法が開発されるなど、ウマを対象として様々な
遺伝子治療関連研究が展開されている。このため、
遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピング
は、競馬産業界においても喫緊の課題である。

遺伝子ドーピングの検出法
　現在、遺伝子治療の主流は、ウイルスベクターを

使用してin vivo法によって体内に遺伝子を導入す
る手法となっている。また、導入される遺伝子は、
ゲノム中の遺伝子構造と異なってイントロン配列
を持たない。このため、ベクターの遺伝子配列ある
いは導入遺伝子（イントロンなし）を標的とし、こ
れらをPCR法で識別・検出することでドーピング
行為を摘発できる可能性がある。実際に、マウスに
おいて遺伝子治療用ベクターを筋肉注射した際に
は、血液および尿を検査材料とすることで、3週間
程度、検査材料からベクターの痕跡を検出できる
との報告がある。
　また、遺伝子治療として成体を対象にゲノム改
変が実施された場合では、標的組織以外の血液細
胞でもゲノム改変が誘起される可能性が高く、こ
のモザイク状態を、次世代シーケンサーによる
deep sequence解析あるいはデジタルPCR技術に
よるモザイク解析で検出できると考えられる。
　上記以外では、生体パスポート（Biological  
Passport）と呼ばれる手法が、遺伝子ドーピングの
検出法として注目されている。生体パスポートは、
エリスロポエチンなどの生体由来物質を対象と
し、継続的な観察によって個体（あるいは集団）に
おけるバイオマーカーの基準値、最大値および最
小値を定め、その許容範囲を逸脱した場合にドー
ピング行為を疑うという検出法である。遺伝子
ドーピングの検査法として注目された理由は、遺
伝子ドーピングでは生体由来物質に関わる遺伝子
が使用されるからである。生体パスポートは遺伝
子ドーピングの有力な検出法の一つではあるが、
血液中のバイオマーカーについて個体毎の基準
値、最大値、最小値などを設定する必要があり、こ
れに加えて経時的（毎週あるいは毎月）にバイオ
マーカーを測定する必要があることから、実践す
るうえでの作業負担は大きい。

最後に
　遺伝子ドーピングは、現状では実施が困難であ
ることから、ヒトおよび競走馬に対して未だ行わ
れていないと考えられる。では、いつ実施される可
能性が高いだろうか。その一つは、遺伝子治療薬が
市販の製剤として発売された場合であろう。この
ため、現状では具体的な検査法の開発よりはむし

ろ、抑止的な施策を講じることが重要と考えられ
る。
　抑止的な施策としては
１）日本の薬物規制ルールにおける遺伝子治療お

よび遺伝子ドーピング
２）遺伝子治療が実施された際の記録と管理
３）遺伝子治療と遺伝子ドーピングの検出法に関

する研究の積極的な実施とその研究成果の公
表

４）遺伝子ドーピングに関する倫理的問題の関係
者へ周知徹底

５）検査材料の将来にわたる保管
などであろう。
　現在の国際的な競馬における薬物検査では、
レース前およびレース後検査（In Competition 
Test: ICT）、レース外検査（Out of Competition 
Test: OOCT）がある。遺伝子ドーピングは、その性
質上、レース直前に実施されることは少なく、アナ
ボリックステロイドのように若齢期などに利用さ
れる場合が多いと考えられる。そのため、OOCTの
検査材料を使用したPCR検査（ベクター検出）の実
施、あるいは将来開発される検査に備えたOOCT
検査材料の保管は、有力な抑止策の一つになると
考えられる。
　従来、競馬におけるドーピング規制および検査

法の開発は、主な対象物質が低分子化合物である
ため、分析化学者が主体になって進めてきた。しか
し、遺伝子ドーピングに関しては、対象物質として
遺伝子やオリゴヌクレオチドが使用されることか
ら、分子生物学および分子遺伝学の専門家も加え、
両者が協力することが重要である。
　また、遺伝子治療は、先端の治療法の一つであ
り、研究が進むことで骨折の治癒促進にも利用す
ることが期待される。そのため、遺伝子ドーピング
は遺伝子治療の不正利用という考え方に基づい
て、遺伝子治療を全面禁止するのではなく、競走馬
の健康と福祉を考慮して許容可能な治療を認定す
るなどし、ドーピング規制を整備することが重要
であろう。
　本解説記事が、最新の獣医療の一つである遺伝
子治療、また、公正な競馬を施行するうえで取り組
むべき課題である遺伝子ドーピング問題を理解す
る一助となれば幸いである。なお、当該分野は、日
進月歩で研究が進むことから、本稿の内容にとら
われずに、常に最新の情報に触れて頂きたい。

　本稿は、第36回アジア競馬会議での講演「How 
do we deal with Gene doping in Horse Racing 
Industry?」に基づいて作成したものである。
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はじめに
　ドーピングコントロールは、公正な競馬を施行
するうえで欠かせない事項であり、国際競馬統括
機関連盟（International Federation of Horseracing 
Authorities: IFHA）は、「生産、競馬および賭事に関
する国際協約（International  Agreement on 
Breeding, Racing, and Wagering: IABRW）」、いわ
ゆるパリ協約において、禁止薬物や禁止行為を定
めている。これを参考に、各国の競馬統括機関は、
それぞれドーピングに関する規程を整備してい
る。日本では、競馬法や主催者の規程において、多
数の低分子化合物が禁止薬物として指定されてい
るが、物質としての遺伝子および核酸の使用につ
いては、明確な規程は存在しない。
　このような中、各国の競馬産業界において、競走
馬を対象とした遺伝子治療への興味および遺伝子
ドーピングへの懸念が高まったことを受け、公正
競馬の観点から、IFHAにおいて遺伝子操作に対応
する小委員会（Genetic Manipulation of the 
Heritable Genome Sub-Committee）が設置された。
これに伴い、2013年にパリ協約第6条（禁止薬物）
および第12条（サラブレッドの定義）が改定され
た。同小委員会は、遺伝子操作および細胞操作に関
する問題を整理し、ゲノムが改変された競走馬の
作製に対する抑止的施策および検査法開発の議論
が完了したことで、2015年12月に解散した。その
後、IFHAは遺伝子ドーピング問題に注力すべく、
2016年4月に新しい小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）を発足させ、その対策強
化の議論を開始した。筆者らは、新小委員会の委員

を委嘱され、国際的な遺伝子ドーピングに関する
規程の整備に協力することとなった。
　今回、これまでに培った獣医療、あるいは分子遺
伝学的研究および分子生物学的研究の経験を踏ま
え、競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に
ついて解説する。

遺伝子ドーピング
　遺伝子ドーピング（Gene Doping）という言葉
は、ヒトの医療分野で遺伝子治療が現実味を帯び
始めた時期に、遺伝子治療の「遺伝子（Gene）」、医
薬品の不正利用である「ドーピング（Doping）」を
組み合わせることで誕生した造語と考えられる。
このため、当初、学術分野をはじめスポーツ分野に
おいても、遺伝子ドーピングに関する明確な定義
は存在しなかった。
　世界アンチドーピング機関（World Anti-Doping 
Agency: WADA）は、2008年にWADA Codeにおい
て遺伝子ドーピングを定義し、幾多の改正を経て、
2016年1月1日現在、図1に示すとおり、禁止方法
の一つとして「競技能力を高めることを目的とし、
１．核酸のポリマーまたは核酸類似物質の移入、
２．正常なあるいは遺伝子を修飾した細胞の使用」
と定義している。WADAの遺伝子ドーピングに対
する定義をわかりやすく言い換えれば、「遺伝子お
よびオリゴヌクレオチド（数十bp程度のDNA配
列）を物質として使用することで、筋肉増強、血流
増加、持久力強化などの効果をもたらし、競技者の
パフォーマンスを向上させる可能性がある行為」
となる。

　競馬産業界においては、どのように定義されて
いるだろうか。IFHAは2000年前半から遺伝子
ドーピングの対応を検討し始めていたが、競馬の
薬物規制関係者に遺伝子関連の知識が不足してい
たため、大きな進展はなかった。このような背景か
ら、現在、パリ協約の第6B条で「遺伝子操作および
細胞操作」として規制されているが、その定義や考
え方が競馬主催者や関係者に浸透しているとは言
いがたい現状がある。そのため、各人および各主催
者が、遺伝子ドーピングに関して、それぞれ異なる
コンセプトをもち、その結果、様々な対策を提案し
ている。この多種多様なコンセプトが、遺伝子ドー
ピングの対応に混乱をきたす原因となっている。
　このため、遺伝子ドーピングについて、専門家で
なくとも理解しやすいコンセプトを提示し、明確
に定義することが対策の第一歩になると考えられ
る。筆者自身は、競馬サークルにおける遺伝子ドー
ピングを「遺伝子治療の不正利用（Abuse/misuse 
of Gene Therapy）」と定義することを提案したい。
そして、コンセプトが統一されることにより、抑止
策の策定および検査法の開発が前進すると考えら
れる。

遺伝子治療
　遺伝子治療（あるいは遺伝子治療薬）とは、遺伝
子を体内に導入し、体内で遺伝子を発現させるこ
とで疾病を治療する行為（あるいは医薬品）であ
り、医療および学術分野において明確なコンセプ
トをもつ。
　遺伝子治療は、その実施法から「in vivo遺伝子治
療」および「ex vivo遺伝子治療」に分類できる。in 
vivo遺伝子治療とは、ベクターを使って遺伝子を
直接体内に導入する手法である（図2a）。一方、ex 
vivo遺伝子治療とは、リンパ球などの組織を培養
した後、ベクターを使って遺伝子を培養組織に導
入し、その組織を再び体内に戻すという手法であ
る（図2b）。ヒトで最初に実施された遺伝子治療
は、アデノシンデアミナーゼ（ADA）欠損症に対す
るものであり、ex vivo遺伝子治療法が利用された。
　遺伝子治療において、遺伝子導入に使用するベ
クターは、ウイルスベクター系および非ウイルス
ベクター系に分割できる。現在、様々なベクターが
開発されているが、導入効率や導入サイズ、安全
性、デリバリーなどにおいて一長一短がある（表
1）。ウイルスベクター系は、ウイルスが細胞に感
染する仕組みを利用して遺伝子を体内の細胞に導

入する技術であり、遺伝子の導入効率は比較的良
い。しかし、ウイルス感染が生じた状態と類似する
ため、感染性物質を取り扱う場合と同様の管理上
の問題があり、臨床における使用では種々の課題
が残る。一方、非ウイルスベクター系は、体内にベ
クターを導入した後、電気刺激あるいはリポソー
ムに包含することで細胞へ導入する技術である。
感染性の問題は軽微であるが、標的組織へのデリ
バリーに課題が残る。
　アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクターは、導入遺
伝子が宿主細胞のゲノムに挿入されないという特
徴をもつことから、最近、特に注目されており、多
くの臨床研究が実施されている。アデノウイルス
ベクターなどでは、導入遺伝子がゲノム配列に対
してランダムに挿入されることから、癌化の危険
性がある一方、AAVベクターでは、この様な危険性
が極めて少ない点が長所とされる。

核酸医薬品
　核酸医薬品とは、オリゴヌクレオチドを体内に
導入し、RNAなどに結合することで遺伝子発現を
調節（主に減弱）、または、転写因子やタンパク質な
どに結合することで生理活性に影響を及ぼすこと
により、疾病を治療する医薬品である。明確に定義
されていないが、オリゴヌクレオチドを体内に導
入するという手法であることから、広義の意味で
遺伝子治療の一分野と解釈することができる。
　核酸医薬品には、標的の相違によって複数の作
用機序がある。アンチセンス核酸（含：siRNA、
miRNA）はゲノムあるいはmRNAに直接影響を及
ぼして遺伝子発現を減弱させる。デコイ核酸は転
写因子に結合することで遺伝子発現を減弱させ
る。アプタマーは抗体と同様な作用機序をもち、細
胞外でタンパク質と結合することでシグナル伝達
などを阻害する。加齢黄斑変性症の治療薬である
Macugen（Pfizer̶Archemix社）は、日本国内で唯
一承認されているアプタマー医薬品である。

ゲノム編集
　ゲノム編集とは、標的ゲノム部位を特異的に改
変（削除・置換・挿入）する技術の総称である。近年、
CRISPR/Casシステムと呼ばれる技術が開発され

たことで、ゲノムの編集すなわち遺伝子改変技術
が飛躍的に進歩し、容易に実施できるようになっ
た。
　一般に、ゲノム編集は受精卵や胚、培養細胞を対
象に実施され、実験動物などを対象に遺伝子改変
動物の作製を目的に利用することが主体であっ
た。しかし、最近、CRISPR/Casシステムが開発され
たことで、同システムをAAVベクターに組み込ん
でin vivoにおけるゲノム編集も可能となった。つ
まり、成熟個体（成体）を対象に、肝臓や骨格筋など
の特定の組織の遺伝子を改変する遺伝子治療が成
功している。

遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングが次世代に
及ぼす影響
　遺伝子治療に関する様々な技術を述べてきた
が、ここで、遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピング
が、次世代に及ぼす影響について述べる。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子導入法は、遺伝子あるいは核酸を細胞に導
入して遺伝子発現を増加あるいは減少させるが、
原則、細胞中のゲノムを改変することはなく、導入
された遺伝子は一定期間で体内から排除される。
そのため、導入された遺伝子が遺伝継承されるこ
とはなく、次世代への影響はほぼ皆無である。
　遺伝子治療あるいは遺伝子ドーピングにおける
遺伝子改変技術（ゲノム編集など）は、肝臓や骨格
筋などの体細胞が対象であれば、次世代に影響す
ることはない。一方、卵子や精子などの生殖系列細
胞が対象であれば、それらは遺伝継承され、次世代
に影響を及ぼす。成熟個体を対象にした遺伝子改
変行為は、その実施法によって次世代への影響が
異なる。
　なお、遺伝子治療および遺伝子ドーピングの範
疇には入らないと考えられるが、遺伝子改変動物
の問題についても述べる。ゲノム編集などの遺伝
子改変技術は、遺伝子改変動物の作製にも利用で
き、この場合、受精卵および胚が操作の対象とな
る。受精卵および胚の遺伝情報は、その後、成熟個
体の全細胞（含：生殖系列細胞）に拡散することか
ら、ほぼ100％の確率で、改変されたゲノムは次世
代へ遺伝継承され、その影響は計り知れない。

　以上を踏まえ、公正競馬を施行する上で、成熟個
体を対象とした遺伝子治療は、競走馬の健康と福
祉を考慮し、その使用の是非を踏まえて規制され
るべきであると考えられる。一方、受精卵および
胚、あるいは成熟個体の生殖系列細胞への操作は、
サラブレッドの定義に影響を及ぼすことから完全
に禁止されるべき事案である。

ウマにおける遺伝子治療関連研究
　Ishiharaら（米国オハイオ州立大学）は、2008年
に骨折の治癒促進を目的とした遺伝子治療を実施
した。人工的に骨折症状を作出した成馬を対象に、
アデノウイルスベクターを使用してBMP-2あるい
はBMP-6遺伝子を骨折部位に導入し、その治癒促
進効果を評価した。遺伝子治療された個体では、治
癒期間の短縮が観察されている。
　米国では、ウエストナイルウイルスへの対策と
してDNAワクチンと呼ばれる技術が利用されてい
る。DNAワクチンとは、ウイルス由来の抗原遺伝子
を挿入したプラスミドベクターを体内に導入し、
体内でウイルス抗原のタンパク質が産生されるこ
とで、ウイルスに対する免疫を獲得し、疾患の治療
に寄与するという手法である。プラスミドベク
ターに遺伝子を挿入して体内に導入するという点
で、広義の意味で、技術的には遺伝子治療の範疇に
入る。
　競走馬では屈腱炎の治療を目的に、幹細胞治療

（Stem Cell Therapy）が利用されている。幹細胞治
療とは、自己幹細胞を採取・培養し、病変部位に移
植して治癒促進を図るものである。遺伝子導入の
有無は異なるが、ex vivo遺伝子治療と類似した技
術である。
　これら以外にも、最近では、変形性関節症

（osteoarthritis）の治療を目的とし、AAVベクター
を用いて成長因子であるIGF-1遺伝子を導入する
手法が開発されるなど、ウマを対象として様々な
遺伝子治療関連研究が展開されている。このため、
遺伝子治療の不正利用である遺伝子ドーピング
は、競馬産業界においても喫緊の課題である。

遺伝子ドーピングの検出法
　現在、遺伝子治療の主流は、ウイルスベクターを

使用してin vivo法によって体内に遺伝子を導入す
る手法となっている。また、導入される遺伝子は、
ゲノム中の遺伝子構造と異なってイントロン配列
を持たない。このため、ベクターの遺伝子配列ある
いは導入遺伝子（イントロンなし）を標的とし、こ
れらをPCR法で識別・検出することでドーピング
行為を摘発できる可能性がある。実際に、マウスに
おいて遺伝子治療用ベクターを筋肉注射した際に
は、血液および尿を検査材料とすることで、3週間
程度、検査材料からベクターの痕跡を検出できる
との報告がある。
　また、遺伝子治療として成体を対象にゲノム改
変が実施された場合では、標的組織以外の血液細
胞でもゲノム改変が誘起される可能性が高く、こ
のモザイク状態を、次世代シーケンサーによる
deep sequence解析あるいはデジタルPCR技術に
よるモザイク解析で検出できると考えられる。
　上記以外では、生体パスポート（Biological  
Passport）と呼ばれる手法が、遺伝子ドーピングの
検出法として注目されている。生体パスポートは、
エリスロポエチンなどの生体由来物質を対象と
し、継続的な観察によって個体（あるいは集団）に
おけるバイオマーカーの基準値、最大値および最
小値を定め、その許容範囲を逸脱した場合にドー
ピング行為を疑うという検出法である。遺伝子
ドーピングの検査法として注目された理由は、遺
伝子ドーピングでは生体由来物質に関わる遺伝子
が使用されるからである。生体パスポートは遺伝
子ドーピングの有力な検出法の一つではあるが、
血液中のバイオマーカーについて個体毎の基準
値、最大値、最小値などを設定する必要があり、こ
れに加えて経時的（毎週あるいは毎月）にバイオ
マーカーを測定する必要があることから、実践す
るうえでの作業負担は大きい。

最後に
　遺伝子ドーピングは、現状では実施が困難であ
ることから、ヒトおよび競走馬に対して未だ行わ
れていないと考えられる。では、いつ実施される可
能性が高いだろうか。その一つは、遺伝子治療薬が
市販の製剤として発売された場合であろう。この
ため、現状では具体的な検査法の開発よりはむし

ろ、抑止的な施策を講じることが重要と考えられ
る。
　抑止的な施策としては
１）日本の薬物規制ルールにおける遺伝子治療お

よび遺伝子ドーピング
２）遺伝子治療が実施された際の記録と管理
３）遺伝子治療と遺伝子ドーピングの検出法に関

する研究の積極的な実施とその研究成果の公
表

４）遺伝子ドーピングに関する倫理的問題の関係
者へ周知徹底

５）検査材料の将来にわたる保管
などであろう。
　現在の国際的な競馬における薬物検査では、
レース前およびレース後検査（In Competition 
Test: ICT）、レース外検査（Out of Competition 
Test: OOCT）がある。遺伝子ドーピングは、その性
質上、レース直前に実施されることは少なく、アナ
ボリックステロイドのように若齢期などに利用さ
れる場合が多いと考えられる。そのため、OOCTの
検査材料を使用したPCR検査（ベクター検出）の実
施、あるいは将来開発される検査に備えたOOCT
検査材料の保管は、有力な抑止策の一つになると
考えられる。
　従来、競馬におけるドーピング規制および検査

法の開発は、主な対象物質が低分子化合物である
ため、分析化学者が主体になって進めてきた。しか
し、遺伝子ドーピングに関しては、対象物質として
遺伝子やオリゴヌクレオチドが使用されることか
ら、分子生物学および分子遺伝学の専門家も加え、
両者が協力することが重要である。
　また、遺伝子治療は、先端の治療法の一つであ
り、研究が進むことで骨折の治癒促進にも利用す
ることが期待される。そのため、遺伝子ドーピング
は遺伝子治療の不正利用という考え方に基づい
て、遺伝子治療を全面禁止するのではなく、競走馬
の健康と福祉を考慮して許容可能な治療を認定す
るなどし、ドーピング規制を整備することが重要
であろう。
　本解説記事が、最新の獣医療の一つである遺伝
子治療、また、公正な競馬を施行するうえで取り組
むべき課題である遺伝子ドーピング問題を理解す
る一助となれば幸いである。なお、当該分野は、日
進月歩で研究が進むことから、本稿の内容にとら
われずに、常に最新の情報に触れて頂きたい。

　本稿は、第36回アジア競馬会議での講演「How 
do we deal with Gene doping in Horse Racing 
Industry?」に基づいて作成したものである。
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木下優太職員の博士学位の概要

競走馬総合研究所　微生物研究室　片山芳也

　競走馬総合研究所微生物研究室主査の木下優太
職員は、この度山口大学大学院連合獣医学研究科
の博士学位審査に合格し（平成28年2月４日）、見
事に獣医学博士の学位を取得しましたので、その
概要を紹介します。
　木下職員は平成21年に日本中央競馬会に入会
し、美浦トレーニングセンター競走馬診療所に配
属されて、競走馬の診療業務に２年間従事した。そ
の後、競走馬総合研究所栃木支所の微生物研究室
に転勤となった。総研栃木支所では馬の細菌感染
症に関する病性鑑定や研究業務に精力的に取り組
み、その過程で得られた成績を多くの学術専門雑
誌に投稿するとともに、博士論文としてまとめ、山
口大学大学院連合獣医学研究科に提出した。この
博士論文の執筆に際しては同大学院の客員教授を
委嘱されている同じ微生物研究室主査の丹羽秀和
職員が主指導教員として指導に当った。

　博士論文のテーマは「競走馬の細菌性下気道疾
患の診断におけるLAMP法の応用および分離株の

薬剤感受性に関する研究」で、本文は研究の背景と
３つの章から構成されている。
　研究の背景と目的は以下の如くである。すなわ
ち、競走馬の肺炎などの細菌性下気道疾患は、調教
や競走によるストレスあるいは長距離輸送などが
要因となって引き起こされる。その原因としては
Streptococcus equi subsp. zooepidemicusが初期の
主要細菌として知られている。しかし、抗菌薬によ
る治療において菌交代現象が生じると、様々な細
菌が関与する混合感染へと移行する症例が多く認
められる。とりわけ偏性嫌気性菌やEscherichia 
coli（大腸菌）による細菌性胸膜肺炎へ病態が悪化
すると、致死率は時に50%を超える。このことから
ウマ獣医療において、細菌性下気道疾患をいかに
早期に診断し、適切な治療を行うかが非常に重要
と考えられる。
　細菌性下気道疾患の治療において抗菌薬投与は
必須であり、獣医師には迅速な原因菌の同定とそ
の薬剤感受性パターンに基づいた治療が求められ
る。Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は、近年多方面で応用され始めている
遺伝子増幅法で、細菌培養による分離同定法に比
較して検査結果を迅速に得ることができる。また、
すでに一般的に利用されている遺伝子検査法であ
るpolymerase chain reaction（PCR）法との比較で
は、それよりも簡易な器材での実施および目視で
の判定が可能な検査法である。本研究では、臨床獣
医師がLAMP法を用いて原因菌を迅速に決定し、
その結果に基づいて、効果的な抗菌薬を治療初期
から選択できるようなシステムを構築することを
目的として、競走馬の細菌性下気道疾患の主要な
病原細菌を検出できるLAMP法の開発と、本検査

法に最適なDNA抽出法の検討およびウマの細菌性
下気道疾患主要病原菌の薬剤感受性パターン解析
を行った。
　本文の第一章の研究としては、競走馬の細菌性
下気道疾患において菌交代現象後の主な原因菌と
なる偏性嫌気性菌を明らかにするために、呼吸器
疾患を呈した31頭の競走馬から分離された58株
の偏性嫌気性菌について、16S rRNA遺伝子配列解
析に基づく同定と分類を行った。その結果、これら
分離株はBacteroides fragilis (15株) に代表される
Bacteroides属 (22株, 37.9%) およびPrevotella 
heparinolytica (9株) に代表されるPrevotella属 (17
株, 29.3%) が大半を占めていた。また31頭の馬に
おいては、Bacteroides属菌あるいはPrevotella属菌
が29頭 (93.5%) から分離されていたことから、
Bacteroides-Prevotellaグループの細菌が競走馬の
細菌性下気道疾患の主要な偏性嫌気性菌であるこ
とが明らかとなった。なお、Prevotella属の細菌は
Bacteroides属に次いで多く分離されたが、これま
ではPrevotella属の重要性は報告されてはおらず、
新たな知見であった。
　第二章の研究では、競走馬における細菌性下気
道疾患の主要な原因菌5種類を検出できるLAMP
法 を 開 発 し た 。標 的 と し た 細 菌 は 、S .  
zooepidemicus (Sz-LAMP)、Bacteroides-Prevotella
グループの細菌 (Bac-Pre-LAMP)、Klebsiel la 
pneumoniae (Kp-LAMP)、Staphylococcus aureus 
(Sa-LAMP) およびStenotrophomonas maltophilia 
( S m - L AMP )  である。開発したLAMP法は
Bac-Pre-LAMP以外のものについては種特異的に
検出できるものである。Ba c - P r e - L AMPは
Bacteroides属とPrevotella属に属する病原菌を検
出 で き る よ う に 設 計 し た が 、実 際 に は
Porphyromonas属菌も検出できるものであった。
このPorphyromonas属菌は、ウマの細菌性下気道
疾患から分離されたとの報告もあることから、
Bac-Pre-LAMPは下気道疾患の病原菌となる偏性
嫌気性菌を広く検出できる非常に有用なLAMP法
であることが示された。次に今回開発したLAMP
法に最適な検査サンプルからのDNA抽出法を決定
するため、 Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄
研化学)、InstaGene Matrix (Bio-Rad Laboratories) 

および煮沸法を比較した。その結果、Loopamp 
PURE DNA Extraction Kitは陽性反応が多くかつ偽
陰性反応が少ない良いDNA抽出法と判断された。
本研究で開発した5種類のLAMP法に、既に報告さ
れているEscherichia coliないしPseudomonas 
aeruginosa（緑膿菌）を検出できるLAMP法2種類を
加えて、8連マクロチューブに配置してLAMPセッ
トとし、これを用いて実際の馬から得られた臨床
検体で分離培養法と比較したところ、一致率は分
離培養法における臨床的意義を持つ菌数とされる
1×104 CFU/mlの場合は91.0～100％、分離培養
法の検出限界である20 CFU/mlの場合でも 85.1
～100％と何れにおいても高い値であった。従っ
て本研究で開発したLAMPセットは競走馬の細菌
性下気道疾患における原因菌の迅速検出法として
非常に有用であることが証明された。

　第三章の研究では、LAMP法の標的となる細菌
に対する抗菌薬の薬剤感受性を臨床分離株で解析
した。その結果、全てのS. zooepidemicus株がβラ
クタム系抗菌薬に感受性であったことから、βラ
クタム系抗菌薬はこれまでと同様に第一選択薬と
して有効であることが示された。一方で、重篤な細
菌性下気道疾患で使用されるテトラサイクリン系
抗菌薬のミノサイクリンについては、2010～
2014年に分離されたS. zooepidemicusおよびE. 
coliでは耐性株が増加していることが明らかに
なったことから、症例馬に使用する前にミノサイ

クリンの薬剤感受性を確認するべきであると考え
られた。また偏性嫌気性菌であるBacteroides属お
よびPrevotella属菌については、近年ヒト医療にお
いてメトロニダゾール耐性株が報告されている
が、本研究で使用した分離株は全てが感受性株で
あった。本研究で明らかとなった薬剤感受性パ
ターンは、日本の競走馬における細菌性下気道疾
患に対する適切な抗菌薬選択において、非常に有
益な知見となるものである。
　本研究で得られた成績を要約すると、新たに構

築したLAMP法は、Lo o p amp  PUR E  DNA  
Extraction Kitと組み合わせることで、細菌性下気
道疾患の原因菌を臨床現場で迅速 (90分以内) に
検出できる検査法であることが証明され、各病原
菌の薬剤感受性パターンを参考にすることで、効
果的で適切な抗菌薬を治療初期から選択できるよ
うになるものと考えられた。本研究は、競走馬の細
菌性下気道疾患における治療効果の改善におい
て、大いに貢献できるものと考えられる。

写真1
山口大学大学院から授与された獣医学博士の学位記を手にす
る木下優太職員（左）と指導および審査に当たった丹羽職員
（右）
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　競走馬総合研究所微生物研究室主査の木下優太
職員は、この度山口大学大学院連合獣医学研究科
の博士学位審査に合格し（平成28年2月４日）、見
事に獣医学博士の学位を取得しましたので、その
概要を紹介します。
　木下職員は平成21年に日本中央競馬会に入会
し、美浦トレーニングセンター競走馬診療所に配
属されて、競走馬の診療業務に２年間従事した。そ
の後、競走馬総合研究所栃木支所の微生物研究室
に転勤となった。総研栃木支所では馬の細菌感染
症に関する病性鑑定や研究業務に精力的に取り組
み、その過程で得られた成績を多くの学術専門雑
誌に投稿するとともに、博士論文としてまとめ、山
口大学大学院連合獣医学研究科に提出した。この
博士論文の執筆に際しては同大学院の客員教授を
委嘱されている同じ微生物研究室主査の丹羽秀和
職員が主指導教員として指導に当った。

　博士論文のテーマは「競走馬の細菌性下気道疾
患の診断におけるLAMP法の応用および分離株の

薬剤感受性に関する研究」で、本文は研究の背景と
３つの章から構成されている。
　研究の背景と目的は以下の如くである。すなわ
ち、競走馬の肺炎などの細菌性下気道疾患は、調教
や競走によるストレスあるいは長距離輸送などが
要因となって引き起こされる。その原因としては
Streptococcus equi subsp. zooepidemicusが初期の
主要細菌として知られている。しかし、抗菌薬によ
る治療において菌交代現象が生じると、様々な細
菌が関与する混合感染へと移行する症例が多く認
められる。とりわけ偏性嫌気性菌やEscherichia 
coli（大腸菌）による細菌性胸膜肺炎へ病態が悪化
すると、致死率は時に50%を超える。このことから
ウマ獣医療において、細菌性下気道疾患をいかに
早期に診断し、適切な治療を行うかが非常に重要
と考えられる。
　細菌性下気道疾患の治療において抗菌薬投与は
必須であり、獣医師には迅速な原因菌の同定とそ
の薬剤感受性パターンに基づいた治療が求められ
る。Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は、近年多方面で応用され始めている
遺伝子増幅法で、細菌培養による分離同定法に比
較して検査結果を迅速に得ることができる。また、
すでに一般的に利用されている遺伝子検査法であ
るpolymerase chain reaction（PCR）法との比較で
は、それよりも簡易な器材での実施および目視で
の判定が可能な検査法である。本研究では、臨床獣
医師がLAMP法を用いて原因菌を迅速に決定し、
その結果に基づいて、効果的な抗菌薬を治療初期
から選択できるようなシステムを構築することを
目的として、競走馬の細菌性下気道疾患の主要な
病原細菌を検出できるLAMP法の開発と、本検査

法に最適なDNA抽出法の検討およびウマの細菌性
下気道疾患主要病原菌の薬剤感受性パターン解析
を行った。
　本文の第一章の研究としては、競走馬の細菌性
下気道疾患において菌交代現象後の主な原因菌と
なる偏性嫌気性菌を明らかにするために、呼吸器
疾患を呈した31頭の競走馬から分離された58株
の偏性嫌気性菌について、16S rRNA遺伝子配列解
析に基づく同定と分類を行った。その結果、これら
分離株はBacteroides fragilis (15株) に代表される
Bacteroides属 (22株, 37.9%) およびPrevotella 
heparinolytica (9株) に代表されるPrevotella属 (17
株, 29.3%) が大半を占めていた。また31頭の馬に
おいては、Bacteroides属菌あるいはPrevotella属菌
が29頭 (93.5%) から分離されていたことから、
Bacteroides-Prevotellaグループの細菌が競走馬の
細菌性下気道疾患の主要な偏性嫌気性菌であるこ
とが明らかとなった。なお、Prevotella属の細菌は
Bacteroides属に次いで多く分離されたが、これま
ではPrevotella属の重要性は報告されてはおらず、
新たな知見であった。
　第二章の研究では、競走馬における細菌性下気
道疾患の主要な原因菌5種類を検出できるLAMP
法 を 開 発 し た 。標 的 と し た 細 菌 は 、S .  
zooepidemicus (Sz-LAMP)、Bacteroides-Prevotella
グループの細菌 (Bac-Pre-LAMP)、Klebsiel la 
pneumoniae (Kp-LAMP)、Staphylococcus aureus 
(Sa-LAMP) およびStenotrophomonas maltophilia 
( S m - L AMP )  である。開発したLAMP法は
Bac-Pre-LAMP以外のものについては種特異的に
検出できるものである。Ba c - P r e - L AMPは
Bacteroides属とPrevotella属に属する病原菌を検
出 で き る よ う に 設 計 し た が 、実 際 に は
Porphyromonas属菌も検出できるものであった。
このPorphyromonas属菌は、ウマの細菌性下気道
疾患から分離されたとの報告もあることから、
Bac-Pre-LAMPは下気道疾患の病原菌となる偏性
嫌気性菌を広く検出できる非常に有用なLAMP法
であることが示された。次に今回開発したLAMP
法に最適な検査サンプルからのDNA抽出法を決定
するため、 Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄
研化学)、InstaGene Matrix (Bio-Rad Laboratories) 

および煮沸法を比較した。その結果、Loopamp 
PURE DNA Extraction Kitは陽性反応が多くかつ偽
陰性反応が少ない良いDNA抽出法と判断された。
本研究で開発した5種類のLAMP法に、既に報告さ
れているEscherichia coliないしPseudomonas 
aeruginosa（緑膿菌）を検出できるLAMP法2種類を
加えて、8連マクロチューブに配置してLAMPセッ
トとし、これを用いて実際の馬から得られた臨床
検体で分離培養法と比較したところ、一致率は分
離培養法における臨床的意義を持つ菌数とされる
1×104 CFU/mlの場合は91.0～100％、分離培養
法の検出限界である20 CFU/mlの場合でも 85.1
～100％と何れにおいても高い値であった。従っ
て本研究で開発したLAMPセットは競走馬の細菌
性下気道疾患における原因菌の迅速検出法として
非常に有用であることが証明された。

　第三章の研究では、LAMP法の標的となる細菌
に対する抗菌薬の薬剤感受性を臨床分離株で解析
した。その結果、全てのS. zooepidemicus株がβラ
クタム系抗菌薬に感受性であったことから、βラ
クタム系抗菌薬はこれまでと同様に第一選択薬と
して有効であることが示された。一方で、重篤な細
菌性下気道疾患で使用されるテトラサイクリン系
抗菌薬のミノサイクリンについては、2010～
2014年に分離されたS. zooepidemicusおよびE. 
coliでは耐性株が増加していることが明らかに
なったことから、症例馬に使用する前にミノサイ

クリンの薬剤感受性を確認するべきであると考え
られた。また偏性嫌気性菌であるBacteroides属お
よびPrevotella属菌については、近年ヒト医療にお
いてメトロニダゾール耐性株が報告されている
が、本研究で使用した分離株は全てが感受性株で
あった。本研究で明らかとなった薬剤感受性パ
ターンは、日本の競走馬における細菌性下気道疾
患に対する適切な抗菌薬選択において、非常に有
益な知見となるものである。
　本研究で得られた成績を要約すると、新たに構

築したLAMP法は、Lo o p amp  PUR E  DNA  
Extraction Kitと組み合わせることで、細菌性下気
道疾患の原因菌を臨床現場で迅速 (90分以内) に
検出できる検査法であることが証明され、各病原
菌の薬剤感受性パターンを参考にすることで、効
果的で適切な抗菌薬を治療初期から選択できるよ
うになるものと考えられた。本研究は、競走馬の細
菌性下気道疾患における治療効果の改善におい
て、大いに貢献できるものと考えられる。

写真2
新たに構築した馬の細菌性下気道疾患の原因菌を検出できる
LAMP法
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　競走馬総合研究所微生物研究室主査の木下優太
職員は、この度山口大学大学院連合獣医学研究科
の博士学位審査に合格し（平成28年2月４日）、見
事に獣医学博士の学位を取得しましたので、その
概要を紹介します。
　木下職員は平成21年に日本中央競馬会に入会
し、美浦トレーニングセンター競走馬診療所に配
属されて、競走馬の診療業務に２年間従事した。そ
の後、競走馬総合研究所栃木支所の微生物研究室
に転勤となった。総研栃木支所では馬の細菌感染
症に関する病性鑑定や研究業務に精力的に取り組
み、その過程で得られた成績を多くの学術専門雑
誌に投稿するとともに、博士論文としてまとめ、山
口大学大学院連合獣医学研究科に提出した。この
博士論文の執筆に際しては同大学院の客員教授を
委嘱されている同じ微生物研究室主査の丹羽秀和
職員が主指導教員として指導に当った。

　博士論文のテーマは「競走馬の細菌性下気道疾
患の診断におけるLAMP法の応用および分離株の

薬剤感受性に関する研究」で、本文は研究の背景と
３つの章から構成されている。
　研究の背景と目的は以下の如くである。すなわ
ち、競走馬の肺炎などの細菌性下気道疾患は、調教
や競走によるストレスあるいは長距離輸送などが
要因となって引き起こされる。その原因としては
Streptococcus equi subsp. zooepidemicusが初期の
主要細菌として知られている。しかし、抗菌薬によ
る治療において菌交代現象が生じると、様々な細
菌が関与する混合感染へと移行する症例が多く認
められる。とりわけ偏性嫌気性菌やEscherichia 
coli（大腸菌）による細菌性胸膜肺炎へ病態が悪化
すると、致死率は時に50%を超える。このことから
ウマ獣医療において、細菌性下気道疾患をいかに
早期に診断し、適切な治療を行うかが非常に重要
と考えられる。
　細菌性下気道疾患の治療において抗菌薬投与は
必須であり、獣医師には迅速な原因菌の同定とそ
の薬剤感受性パターンに基づいた治療が求められ
る。Loop-mediated isothermal amplification 
(LAMP) 法は、近年多方面で応用され始めている
遺伝子増幅法で、細菌培養による分離同定法に比
較して検査結果を迅速に得ることができる。また、
すでに一般的に利用されている遺伝子検査法であ
るpolymerase chain reaction（PCR）法との比較で
は、それよりも簡易な器材での実施および目視で
の判定が可能な検査法である。本研究では、臨床獣
医師がLAMP法を用いて原因菌を迅速に決定し、
その結果に基づいて、効果的な抗菌薬を治療初期
から選択できるようなシステムを構築することを
目的として、競走馬の細菌性下気道疾患の主要な
病原細菌を検出できるLAMP法の開発と、本検査

法に最適なDNA抽出法の検討およびウマの細菌性
下気道疾患主要病原菌の薬剤感受性パターン解析
を行った。
　本文の第一章の研究としては、競走馬の細菌性
下気道疾患において菌交代現象後の主な原因菌と
なる偏性嫌気性菌を明らかにするために、呼吸器
疾患を呈した31頭の競走馬から分離された58株
の偏性嫌気性菌について、16S rRNA遺伝子配列解
析に基づく同定と分類を行った。その結果、これら
分離株はBacteroides fragilis (15株) に代表される
Bacteroides属 (22株, 37.9%) およびPrevotella 
heparinolytica (9株) に代表されるPrevotella属 (17
株, 29.3%) が大半を占めていた。また31頭の馬に
おいては、Bacteroides属菌あるいはPrevotella属菌
が29頭 (93.5%) から分離されていたことから、
Bacteroides-Prevotellaグループの細菌が競走馬の
細菌性下気道疾患の主要な偏性嫌気性菌であるこ
とが明らかとなった。なお、Prevotella属の細菌は
Bacteroides属に次いで多く分離されたが、これま
ではPrevotella属の重要性は報告されてはおらず、
新たな知見であった。
　第二章の研究では、競走馬における細菌性下気
道疾患の主要な原因菌5種類を検出できるLAMP
法 を 開 発 し た 。標 的 と し た 細 菌 は 、S .  
zooepidemicus (Sz-LAMP)、Bacteroides-Prevotella
グループの細菌 (Bac-Pre-LAMP)、Klebsiel la 
pneumoniae (Kp-LAMP)、Staphylococcus aureus 
(Sa-LAMP) およびStenotrophomonas maltophilia 
( S m - L AMP )  である。開発したLAMP法は
Bac-Pre-LAMP以外のものについては種特異的に
検出できるものである。Ba c - P r e - L AMPは
Bacteroides属とPrevotella属に属する病原菌を検
出 で き る よ う に 設 計 し た が 、実 際 に は
Porphyromonas属菌も検出できるものであった。
このPorphyromonas属菌は、ウマの細菌性下気道
疾患から分離されたとの報告もあることから、
Bac-Pre-LAMPは下気道疾患の病原菌となる偏性
嫌気性菌を広く検出できる非常に有用なLAMP法
であることが示された。次に今回開発したLAMP
法に最適な検査サンプルからのDNA抽出法を決定
するため、 Loopamp PURE DNA Extraction Kit (栄
研化学)、InstaGene Matrix (Bio-Rad Laboratories) 

および煮沸法を比較した。その結果、Loopamp 
PURE DNA Extraction Kitは陽性反応が多くかつ偽
陰性反応が少ない良いDNA抽出法と判断された。
本研究で開発した5種類のLAMP法に、既に報告さ
れているEscherichia coliないしPseudomonas 
aeruginosa（緑膿菌）を検出できるLAMP法2種類を
加えて、8連マクロチューブに配置してLAMPセッ
トとし、これを用いて実際の馬から得られた臨床
検体で分離培養法と比較したところ、一致率は分
離培養法における臨床的意義を持つ菌数とされる
1×104 CFU/mlの場合は91.0～100％、分離培養
法の検出限界である20 CFU/mlの場合でも 85.1
～100％と何れにおいても高い値であった。従っ
て本研究で開発したLAMPセットは競走馬の細菌
性下気道疾患における原因菌の迅速検出法として
非常に有用であることが証明された。

　第三章の研究では、LAMP法の標的となる細菌
に対する抗菌薬の薬剤感受性を臨床分離株で解析
した。その結果、全てのS. zooepidemicus株がβラ
クタム系抗菌薬に感受性であったことから、βラ
クタム系抗菌薬はこれまでと同様に第一選択薬と
して有効であることが示された。一方で、重篤な細
菌性下気道疾患で使用されるテトラサイクリン系
抗菌薬のミノサイクリンについては、2010～
2014年に分離されたS. zooepidemicusおよびE. 
coliでは耐性株が増加していることが明らかに
なったことから、症例馬に使用する前にミノサイ

クリンの薬剤感受性を確認するべきであると考え
られた。また偏性嫌気性菌であるBacteroides属お
よびPrevotella属菌については、近年ヒト医療にお
いてメトロニダゾール耐性株が報告されている
が、本研究で使用した分離株は全てが感受性株で
あった。本研究で明らかとなった薬剤感受性パ
ターンは、日本の競走馬における細菌性下気道疾
患に対する適切な抗菌薬選択において、非常に有
益な知見となるものである。
　本研究で得られた成績を要約すると、新たに構

築したLAMP法は、Lo o p amp  PUR E  DNA  
Extraction Kitと組み合わせることで、細菌性下気
道疾患の原因菌を臨床現場で迅速 (90分以内) に
検出できる検査法であることが証明され、各病原
菌の薬剤感受性パターンを参考にすることで、効
果的で適切な抗菌薬を治療初期から選択できるよ
うになるものと考えられた。本研究は、競走馬の細
菌性下気道疾患における治療効果の改善におい
て、大いに貢献できるものと考えられる。
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　国内サラブレッド生産における妊娠期の損耗率
は約8％であり、生産者にとって大きな問題と
なっている。ヒトでは妊婦健康診査として超音波
検査などのモニタリングが行われているが、産業
動物ではいまだ臨床応用に至っていない。サラブ
レッドは経済的価値が高く生産規模が小さい牧場
が多いことから、妊娠期の損耗は大きな問題であ
りその予防法が希求されている。そこで本研究は、

妊娠期の異常を事前に察知し損耗を防ぐため、サ
ラブレッド妊娠馬に対する超音波モニタリング法
を確立することを目的とした。正常妊娠馬に対し
て継続的に胎子胎盤超音波検査を行い、各指標の
標準的な推移を調査し、感染性胎盤炎の自然発症
例において超音波検査を含むさまざまなモニタリ
ング指標の経時的変化を示し、それらの応用性に
ついて検討した。
　一方、近年、ヒト産婦人科分野で注目されている
抗ミューラー管ホルモン（An t i -Mü l l e r i a n  
Hormone, AMH）は性腺特異性の高いホルモンで
あり、主に顆粒膜細胞腫の診断に利用されている。
そこで、ウマにおける性腺（卵巣、精巣）関連疾患と
して、未だ十分な診断が難しいウマ顆粒膜細胞腫

（Granulosa cell tumor, GCT）および潜在精巣に着
目し、それらの新たな診断マーカーとしての有用
性について検証した。

第１章：コンベックス型探触子を用いた妊娠馬超
音波検査

　本章では、胎子・胎盤の超音波モニタリング法の
確立を目的として、正常妊娠馬延37頭に対してさ
まざまな超音波指標を測定して標準値を算定し、
その推移を調査した。特に経直腸による検査では、
従来のリニア型探触子に加えて広い視野と高い操
作性があるコンベックス型探触子を用い、その有
用性を検討した。その結果、妊娠満期の各指標の平
均値は子宮胎盤厚（CTUP）が9.2 mm、眼窩長径が
33.4 mm、頭蓋横径が81.3 mm、腹部横径が208.3 
mm、大動脈径が23.3 mm、腎臓長径が90.9 mm、
胎子心拍数が67.8 bpmであった。経直腸でコン
ベックス型探触子を用いることで、胎子頭尾長、眼
球径、胎子腎臓径、胎子心拍数などの項目において
従来のリニア型探触子よりも測定が容易になり、
測定期間を広げることができた。また、眼窩径、頭
蓋横径、腹部横径、腎臓径といった胎子成長指標が
妊娠後期に増加率が減少するのに対し、大動脈径
は直線的に増加し、指標毎に成長の推移が異なる
ことを示した。以上、本章では妊娠馬超音波モニタ
リング法の基礎的なデータとして、さまざまな指
標の推移を明らかにし、臨床応用において重要と
なる各指標の推移の特徴、測定適期についても明
らかにした。

第２章：真菌性胎盤炎の1症例におけるモニタリ
ング指標の推移
　感染性胎盤炎は、妊娠期の損耗の主要な原因で
ある。細菌感染実験から、その診断マーカーとして
CTUP、血清アミロイドA（SAA）、血中プロゲスチン
などの有用性が検討されているが、自然発症例に
おいてこれらの指標が流産兆候よりも先に異常を
検出することを示した報告はなく、早期診断マー
カーという点で議論の余地がある。そこで本章で
は、真菌性胎盤炎自然発症例において臨床症状出
現前から流産に至るまでの各種指標を測定し、早
期診断マーカーとしての有用性を検討した。臨床
症状では流産兆候が妊娠34週目に認められたの
に対し、CTUPは32週目に異常値を示した。また、
プロゲステロンは正常範囲内ながら26週目に上
昇し始め32週目に異常値を示し、エストラジオー
ルも31週目以降に異常な変動を示した。以上の結
果から、真菌性胎盤炎の早期診断にはCTUPと母体

血中プロゲステロンの有用性が示唆された。また、
母体の血中ホルモン濃度に関しては、正常範囲と
比較するよりも個体毎の変化に着目することで、
より早期に異常を診断することが可能と考えられ
た。

第３章：ウマ顆粒膜細胞腫の診断マーカーとして
の血中抗ミューラー管ホルモンの応用
　GCTはウマの卵巣腫瘍で最も多く、対側卵巣も
静止し交配不能となるため、サラブレッド生産を
行う上で大きな問題となる疾患である。これまで
超音波検査や血中インヒビン濃度の測定によって
診断されてきたが、診断精度が高いウマインヒビ
ン濃度は国内で測定できる施設が限られるため、
あまり臨床応用には適さない。そこで新たな診断
マーカーとして、AMHの有用性について検討し
た。はじめに、国内で入手可能なヒト用の測定系で
あるAMH Gen II ELISAを用いて、段階希釈したウ
マ血清および卵胞液中の値を測定した。その結果、
標準液と平行な用量反応性を認めたことから、本
測定系においてウマAMH濃度を測定できること
を確認した。正常馬(n=10)における血中AMH濃度
を測定したところ、発情期0.53 ng/ml、黄体期0.55 
ng/ml、妊娠前期0.21 ng/ml、妊娠後期0.51 ng/ml
であり、類似疾患馬(n=16)では0.79 ng/mlであっ
たのに対し、GCT馬(n=16)では827.85 ng/mlと有
意に高かった（図１）。以上のことから、血中AMH
は発情周期や妊娠の有無に影響を受けず、GCT診
断マーカーとして有用であることが明らかとなっ
た。

第４章：片側性潜在精巣において下降精巣を摘出
された馬の診断マーカーとしての血中抗ミュー
ラー管ホルモンの応用
　軽種馬は気性面、飼育管理面の問題からしばし
ば去勢が行われる。一方、ウマは潜在精巣の発生率
が高く、しばしば潜在精巣馬（雄）とセン馬との鑑
別が問題となる。去勢手術歴が明確であれば、両側
性潜在精巣とセン馬は容易に鑑別できるが、去勢
手術歴が不明確な場合には診断に悩む。また、片側
性潜在精巣馬において下降している正常側のみを
摘出した場合には（Hemi-castrated unilateral 
cryptorchidism, HCUC）、去勢手術を行った事実が
残るため、雄であるにもかかわらずセン馬と誤認
されることがある。鑑別診断にはhCG負荷試験が
推奨されるが、年齢や季節に影響されるため確定

診断が難しい。そこで新たなマーカーとしてAMH
の有用性を検討した。血中濃度は雄馬(n=11)で
13.3 ng/ml、HCUC馬(n=8)で17.6 ng/mlであった
のに対し、セン馬(n=6)では全頭検出限界以下で
あった。また、去勢後の血中AMH濃度が漸減する
こと、免疫組織化学染色において潜在精巣のセル
トリ細胞でも好染したことから、血中AMHが
HCUC馬で検出されセン馬で検出されないことを
裏付けた。以上のことから、AMHはHCUC馬とセン
馬を明瞭に鑑別できるマーカーであることが明ら
かとなった。
　以上、本研究において、サラブレッド妊娠馬に対
するモニタリング法およびAMHを用いたGCT、潜
在精巣の診断法を確立した。

　競走馬を育てるための第1段階である馬の繁殖には、繁殖雌馬の不妊、受精後の早期胚死滅や流産な
ど、効率的な馬生産を目指す上で多くの課題が残されています。日高育成牧場生産育成研究室の村瀬晴
崇職員は、平成22年に当研究室の所属となってから、馬の臨床繁殖学の研究に携わり精力的に調査を行
なってきました。この度、それらの成果を学位論文としてまとめ岐阜大学大学院連合獣医学研究科に提
出し審査を受けたところ合格し、平成28年3月14日に学位を授与されました。ここに、村瀬職員のたゆ
まない努力に敬意を表するとともに、その研究内容を紹介します。
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　国内サラブレッド生産における妊娠期の損耗率
は約8％であり、生産者にとって大きな問題と
なっている。ヒトでは妊婦健康診査として超音波
検査などのモニタリングが行われているが、産業
動物ではいまだ臨床応用に至っていない。サラブ
レッドは経済的価値が高く生産規模が小さい牧場
が多いことから、妊娠期の損耗は大きな問題であ
りその予防法が希求されている。そこで本研究は、

妊娠期の異常を事前に察知し損耗を防ぐため、サ
ラブレッド妊娠馬に対する超音波モニタリング法
を確立することを目的とした。正常妊娠馬に対し
て継続的に胎子胎盤超音波検査を行い、各指標の
標準的な推移を調査し、感染性胎盤炎の自然発症
例において超音波検査を含むさまざまなモニタリ
ング指標の経時的変化を示し、それらの応用性に
ついて検討した。
　一方、近年、ヒト産婦人科分野で注目されている
抗ミューラー管ホルモン（An t i -Mü l l e r i a n  
Hormone, AMH）は性腺特異性の高いホルモンで
あり、主に顆粒膜細胞腫の診断に利用されている。
そこで、ウマにおける性腺（卵巣、精巣）関連疾患と
して、未だ十分な診断が難しいウマ顆粒膜細胞腫

（Granulosa cell tumor, GCT）および潜在精巣に着
目し、それらの新たな診断マーカーとしての有用
性について検証した。

第１章：コンベックス型探触子を用いた妊娠馬超
音波検査

　本章では、胎子・胎盤の超音波モニタリング法の
確立を目的として、正常妊娠馬延37頭に対してさ
まざまな超音波指標を測定して標準値を算定し、
その推移を調査した。特に経直腸による検査では、
従来のリニア型探触子に加えて広い視野と高い操
作性があるコンベックス型探触子を用い、その有
用性を検討した。その結果、妊娠満期の各指標の平
均値は子宮胎盤厚（CTUP）が9.2 mm、眼窩長径が
33.4 mm、頭蓋横径が81.3 mm、腹部横径が208.3 
mm、大動脈径が23.3 mm、腎臓長径が90.9 mm、
胎子心拍数が67.8 bpmであった。経直腸でコン
ベックス型探触子を用いることで、胎子頭尾長、眼
球径、胎子腎臓径、胎子心拍数などの項目において
従来のリニア型探触子よりも測定が容易になり、
測定期間を広げることができた。また、眼窩径、頭
蓋横径、腹部横径、腎臓径といった胎子成長指標が
妊娠後期に増加率が減少するのに対し、大動脈径
は直線的に増加し、指標毎に成長の推移が異なる
ことを示した。以上、本章では妊娠馬超音波モニタ
リング法の基礎的なデータとして、さまざまな指
標の推移を明らかにし、臨床応用において重要と
なる各指標の推移の特徴、測定適期についても明
らかにした。

第２章：真菌性胎盤炎の1症例におけるモニタリ
ング指標の推移
　感染性胎盤炎は、妊娠期の損耗の主要な原因で
ある。細菌感染実験から、その診断マーカーとして
CTUP、血清アミロイドA（SAA）、血中プロゲスチン
などの有用性が検討されているが、自然発症例に
おいてこれらの指標が流産兆候よりも先に異常を
検出することを示した報告はなく、早期診断マー
カーという点で議論の余地がある。そこで本章で
は、真菌性胎盤炎自然発症例において臨床症状出
現前から流産に至るまでの各種指標を測定し、早
期診断マーカーとしての有用性を検討した。臨床
症状では流産兆候が妊娠34週目に認められたの
に対し、CTUPは32週目に異常値を示した。また、
プロゲステロンは正常範囲内ながら26週目に上
昇し始め32週目に異常値を示し、エストラジオー
ルも31週目以降に異常な変動を示した。以上の結
果から、真菌性胎盤炎の早期診断にはCTUPと母体

血中プロゲステロンの有用性が示唆された。また、
母体の血中ホルモン濃度に関しては、正常範囲と
比較するよりも個体毎の変化に着目することで、
より早期に異常を診断することが可能と考えられ
た。

第３章：ウマ顆粒膜細胞腫の診断マーカーとして
の血中抗ミューラー管ホルモンの応用
　GCTはウマの卵巣腫瘍で最も多く、対側卵巣も
静止し交配不能となるため、サラブレッド生産を
行う上で大きな問題となる疾患である。これまで
超音波検査や血中インヒビン濃度の測定によって
診断されてきたが、診断精度が高いウマインヒビ
ン濃度は国内で測定できる施設が限られるため、
あまり臨床応用には適さない。そこで新たな診断
マーカーとして、AMHの有用性について検討し
た。はじめに、国内で入手可能なヒト用の測定系で
あるAMH Gen II ELISAを用いて、段階希釈したウ
マ血清および卵胞液中の値を測定した。その結果、
標準液と平行な用量反応性を認めたことから、本
測定系においてウマAMH濃度を測定できること
を確認した。正常馬(n=10)における血中AMH濃度
を測定したところ、発情期0.53 ng/ml、黄体期0.55 
ng/ml、妊娠前期0.21 ng/ml、妊娠後期0.51 ng/ml
であり、類似疾患馬(n=16)では0.79 ng/mlであっ
たのに対し、GCT馬(n=16)では827.85 ng/mlと有
意に高かった（図１）。以上のことから、血中AMH
は発情周期や妊娠の有無に影響を受けず、GCT診
断マーカーとして有用であることが明らかとなっ
た。

第４章：片側性潜在精巣において下降精巣を摘出
された馬の診断マーカーとしての血中抗ミュー
ラー管ホルモンの応用
　軽種馬は気性面、飼育管理面の問題からしばし
ば去勢が行われる。一方、ウマは潜在精巣の発生率
が高く、しばしば潜在精巣馬（雄）とセン馬との鑑
別が問題となる。去勢手術歴が明確であれば、両側
性潜在精巣とセン馬は容易に鑑別できるが、去勢
手術歴が不明確な場合には診断に悩む。また、片側
性潜在精巣馬において下降している正常側のみを
摘出した場合には（Hemi-castrated unilateral 
cryptorchidism, HCUC）、去勢手術を行った事実が
残るため、雄であるにもかかわらずセン馬と誤認
されることがある。鑑別診断にはhCG負荷試験が
推奨されるが、年齢や季節に影響されるため確定

診断が難しい。そこで新たなマーカーとしてAMH
の有用性を検討した。血中濃度は雄馬(n=11)で
13.3 ng/ml、HCUC馬(n=8)で17.6 ng/mlであった
のに対し、セン馬(n=6)では全頭検出限界以下で
あった。また、去勢後の血中AMH濃度が漸減する
こと、免疫組織化学染色において潜在精巣のセル
トリ細胞でも好染したことから、血中AMHが
HCUC馬で検出されセン馬で検出されないことを
裏付けた。以上のことから、AMHはHCUC馬とセン
馬を明瞭に鑑別できるマーカーであることが明ら
かとなった。
　以上、本研究において、サラブレッド妊娠馬に対
するモニタリング法およびAMHを用いたGCT、潜
在精巣の診断法を確立した。

図1　健常馬とGCT馬の血中AMH濃度
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　国内サラブレッド生産における妊娠期の損耗率
は約8％であり、生産者にとって大きな問題と
なっている。ヒトでは妊婦健康診査として超音波
検査などのモニタリングが行われているが、産業
動物ではいまだ臨床応用に至っていない。サラブ
レッドは経済的価値が高く生産規模が小さい牧場
が多いことから、妊娠期の損耗は大きな問題であ
りその予防法が希求されている。そこで本研究は、

妊娠期の異常を事前に察知し損耗を防ぐため、サ
ラブレッド妊娠馬に対する超音波モニタリング法
を確立することを目的とした。正常妊娠馬に対し
て継続的に胎子胎盤超音波検査を行い、各指標の
標準的な推移を調査し、感染性胎盤炎の自然発症
例において超音波検査を含むさまざまなモニタリ
ング指標の経時的変化を示し、それらの応用性に
ついて検討した。
　一方、近年、ヒト産婦人科分野で注目されている
抗ミューラー管ホルモン（An t i -Mü l l e r i a n  
Hormone, AMH）は性腺特異性の高いホルモンで
あり、主に顆粒膜細胞腫の診断に利用されている。
そこで、ウマにおける性腺（卵巣、精巣）関連疾患と
して、未だ十分な診断が難しいウマ顆粒膜細胞腫

（Granulosa cell tumor, GCT）および潜在精巣に着
目し、それらの新たな診断マーカーとしての有用
性について検証した。

第１章：コンベックス型探触子を用いた妊娠馬超
音波検査

　本章では、胎子・胎盤の超音波モニタリング法の
確立を目的として、正常妊娠馬延37頭に対してさ
まざまな超音波指標を測定して標準値を算定し、
その推移を調査した。特に経直腸による検査では、
従来のリニア型探触子に加えて広い視野と高い操
作性があるコンベックス型探触子を用い、その有
用性を検討した。その結果、妊娠満期の各指標の平
均値は子宮胎盤厚（CTUP）が9.2 mm、眼窩長径が
33.4 mm、頭蓋横径が81.3 mm、腹部横径が208.3 
mm、大動脈径が23.3 mm、腎臓長径が90.9 mm、
胎子心拍数が67.8 bpmであった。経直腸でコン
ベックス型探触子を用いることで、胎子頭尾長、眼
球径、胎子腎臓径、胎子心拍数などの項目において
従来のリニア型探触子よりも測定が容易になり、
測定期間を広げることができた。また、眼窩径、頭
蓋横径、腹部横径、腎臓径といった胎子成長指標が
妊娠後期に増加率が減少するのに対し、大動脈径
は直線的に増加し、指標毎に成長の推移が異なる
ことを示した。以上、本章では妊娠馬超音波モニタ
リング法の基礎的なデータとして、さまざまな指
標の推移を明らかにし、臨床応用において重要と
なる各指標の推移の特徴、測定適期についても明
らかにした。

第２章：真菌性胎盤炎の1症例におけるモニタリ
ング指標の推移
　感染性胎盤炎は、妊娠期の損耗の主要な原因で
ある。細菌感染実験から、その診断マーカーとして
CTUP、血清アミロイドA（SAA）、血中プロゲスチン
などの有用性が検討されているが、自然発症例に
おいてこれらの指標が流産兆候よりも先に異常を
検出することを示した報告はなく、早期診断マー
カーという点で議論の余地がある。そこで本章で
は、真菌性胎盤炎自然発症例において臨床症状出
現前から流産に至るまでの各種指標を測定し、早
期診断マーカーとしての有用性を検討した。臨床
症状では流産兆候が妊娠34週目に認められたの
に対し、CTUPは32週目に異常値を示した。また、
プロゲステロンは正常範囲内ながら26週目に上
昇し始め32週目に異常値を示し、エストラジオー
ルも31週目以降に異常な変動を示した。以上の結
果から、真菌性胎盤炎の早期診断にはCTUPと母体

血中プロゲステロンの有用性が示唆された。また、
母体の血中ホルモン濃度に関しては、正常範囲と
比較するよりも個体毎の変化に着目することで、
より早期に異常を診断することが可能と考えられ
た。

第３章：ウマ顆粒膜細胞腫の診断マーカーとして
の血中抗ミューラー管ホルモンの応用
　GCTはウマの卵巣腫瘍で最も多く、対側卵巣も
静止し交配不能となるため、サラブレッド生産を
行う上で大きな問題となる疾患である。これまで
超音波検査や血中インヒビン濃度の測定によって
診断されてきたが、診断精度が高いウマインヒビ
ン濃度は国内で測定できる施設が限られるため、
あまり臨床応用には適さない。そこで新たな診断
マーカーとして、AMHの有用性について検討し
た。はじめに、国内で入手可能なヒト用の測定系で
あるAMH Gen II ELISAを用いて、段階希釈したウ
マ血清および卵胞液中の値を測定した。その結果、
標準液と平行な用量反応性を認めたことから、本
測定系においてウマAMH濃度を測定できること
を確認した。正常馬(n=10)における血中AMH濃度
を測定したところ、発情期0.53 ng/ml、黄体期0.55 
ng/ml、妊娠前期0.21 ng/ml、妊娠後期0.51 ng/ml
であり、類似疾患馬(n=16)では0.79 ng/mlであっ
たのに対し、GCT馬(n=16)では827.85 ng/mlと有
意に高かった（図１）。以上のことから、血中AMH
は発情周期や妊娠の有無に影響を受けず、GCT診
断マーカーとして有用であることが明らかとなっ
た。

第４章：片側性潜在精巣において下降精巣を摘出
された馬の診断マーカーとしての血中抗ミュー
ラー管ホルモンの応用
　軽種馬は気性面、飼育管理面の問題からしばし
ば去勢が行われる。一方、ウマは潜在精巣の発生率
が高く、しばしば潜在精巣馬（雄）とセン馬との鑑
別が問題となる。去勢手術歴が明確であれば、両側
性潜在精巣とセン馬は容易に鑑別できるが、去勢
手術歴が不明確な場合には診断に悩む。また、片側
性潜在精巣馬において下降している正常側のみを
摘出した場合には（Hemi-castrated unilateral 
cryptorchidism, HCUC）、去勢手術を行った事実が
残るため、雄であるにもかかわらずセン馬と誤認
されることがある。鑑別診断にはhCG負荷試験が
推奨されるが、年齢や季節に影響されるため確定

診断が難しい。そこで新たなマーカーとしてAMH
の有用性を検討した。血中濃度は雄馬(n=11)で
13.3 ng/ml、HCUC馬(n=8)で17.6 ng/mlであった
のに対し、セン馬(n=6)では全頭検出限界以下で
あった。また、去勢後の血中AMH濃度が漸減する
こと、免疫組織化学染色において潜在精巣のセル
トリ細胞でも好染したことから、血中AMHが
HCUC馬で検出されセン馬で検出されないことを
裏付けた。以上のことから、AMHはHCUC馬とセン
馬を明瞭に鑑別できるマーカーであることが明ら
かとなった。
　以上、本研究において、サラブレッド妊娠馬に対
するモニタリング法およびAMHを用いたGCT、潜
在精巣の診断法を確立した。
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海 外 報 告

第10回国際馬伝染病会議

近藤高志1）・山中隆史1）・辻村行司1）・根本　学1）・坂内　天1）・上野孝範2）・丹羽秀和2）・木下優太2）・越智章仁2）

はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真1　学会場ロビー

写真2　学会会場

1) 競走馬総合研究所　分子生物研究室
2) 競走馬総合研究所　微生物研究室



（213）

はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

表1　学会の全体スケジュール
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真3　発表する山中職員
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真4　発表する辻村職員
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真5　発表する根本職員
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真6　坂内職員とGilkerson 教授（メルボルン大学）
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真7　発表する上野職員
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真8　発表する丹羽職員
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

写真9　発表する木下職員
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）

図1　越智職員の発表ポスター
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はじめに
　第10回国際馬伝染病会議（International Equine 
Infectious Diseases Conference）が平成28年4月5
日（火）～8日（金）の4日間、アルゼンチン共和国ブ
エノスアイレス市のPanamericano Hotelにおいて
開催された。本学会は、馬の感染症に関する最も大
きな国際学会であり、34か国からおよそ220名の
参加者があり、151題の口頭発表と60題のポス
ター発表がなされた。
　競走馬総合研究所からは９名が参加し、山中、辻
村、根本、坂内職員（以上、分子生物研究室）、上野、
丹羽、木下職員（以上、微生物研究室）の7名が口頭
発表、越智職員（微生物研究室）がポスター発表を
行い、それぞれ活発な質疑応答が行われた。
　本学会の講演要旨集は、Journal of Equine 
Veter inary Sc ience Vol .39 Apr i l  2016 の
Supplementとしてオンライン公開されている。
　
学会の概要
　国際馬伝染病会議は、1966年にイタリアで第１
回が開催され、平成6年にはJRA等が主催して第7
回学会が東京で開催されている。その後、平成10
年の第8回学会（アラブ首長国連邦、ドバイ）以降
しばらく開催されていなかったが、平成22年にケ
ンタッキー大学Gluck Equine Research Centerが
主催して第９回学会が開催された。その際にGluck 
Equine Research Centerを事務局として国際委員
会が開催され、今後は4年ごとに開催することが
承認された。なお、次回の学会は2020年に開催さ
れる予定であるが、候補地がいくつか提案されて

おり、本年度中には決定される予定である。
　 今 回 の 会 場 お よ び 宿 泊 場 所 で も あ る
Panamericano Hotelはブエノスアイレスの中心地
にあり、世界各国の馬感染症の研究者が一堂に会
し最新の研究成果を発表するとともに、活発な情
報交換が行われた。

　学会の前日4月4日および初日にはPractitioner’s 
Dayとして、臨床家向けの感染症の講演会も行わ

れた。前日の夜には、ウェルカムレセプションがパ
レルモ競馬場で開催された。学会終了後の4月8日

（金）の午後はポロ観戦の予定であったが、残念な
がら天候不順のために中止となった。

　発表は、口頭またはポスターによって行われた。
口頭発表は、呼吸器系、神経系、消化器系、生殖器
系、新興／再興感染症、寄生虫、その他の感染症、診
断法、使役馬、バイオセキュリティーに区分され、
2ないし3会場に分かれて同時並行して各セッ
ションが開催された（添付資料のスケジュール参
照）。ポスターは初日に全てが一つの会場に掲示さ
れ、発表者は夕方の2時間、自分のポスターの前に
待機し、ワインとチーズ片手に参加者との質疑応
答を行った。

（近藤高志）
　

　以下に競走馬総合研究所からの参加者のそれぞ
れの発表演題および各自が興味を持った演題につ
いて、その概要を記す。

○馬を用いた攻撃試験による馬インフルエンザウ
イルスの抗原性状の解析（Ass e s smen t  o f  
antigenic difference of equine influenza virus 
by challenge study in horses）

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬インフルエンザは、馬インフルエンザウイル
ス（H3N8）の感染による呼吸器疾患である。一般
に、症状は上部気道に限局しており、死に至ること
はまれである。しかしながら、集団的に馬を飼育し
ている施設に侵入した場合、急速に馬間で流行が
伝播することから、馬産業への大きな脅威である。
本疾病に対する有効な対策のひとつとして、不活
化ワクチンの接種による予防があげられる。しか
し、馬インフルエンザウイルスを含むインフルエ
ンザウイルスは、ウイルスRNAの複製エラーを起
こしやすい。その結果、宿主側の抗体の圧力を受け
ることによる抗原性の変異が生じやすくなる。事
実、これまでにワクチン接種馬群における多くの
馬インフルエンザの流行が世界中で報告されてお
り、それらの原因はワクチン株と流行株間におけ
る抗原性の相違が原因と考えられている。筆者ら
は、過去に、日本のワクチン株であるA/equine/La 
Plata/1993 (LP93,アルゼンチン亜系統)の感染馬
血清が、ヘマグルチニンの144番目のアミノ酸が
アラニンからバリンに変異（A144V）しているフ
ロ リ ダ 亜 系 統 ク レ ー ド ( F c ) 2 株 [ 例 :  
A/equine/Carlow/2011 (CL11)]に対して、
中和能を減少させていることを報告した。
このことなどを受け、日本のワクチンは、
L P 9 3をワクチンから除き、F c 2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含むこととなった。本発表は、LP93を
含む単価ワクチンと比較して、Y10 を含む単価ワ
クチンが、CL11に対して、どの程度ワクチン効果
を向上させているかを、馬への攻撃試験により評
価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな健康馬（サラブレッ
ド）を5頭ずつ、Y10およびLP93グループに分け

た。そして、それぞれのグループ名のとおり、Y10
ワクチンあるいはLP93ワクチンを1か月間隔で2
回接種した。次に、各グループの内、2頭は2週後、3
頭は4週後に、超音波吸入器を用いてCL11（109.4 
50% egg infectious dose/馬）を接種した。その後、
14日間、毎日、体温を測定し鼻咽頭スワブを採取
した。
　Y10およびLP93 グループの攻撃時におけるそ
れぞれのワクチン株に対する幾何平均(GM)中和
(VN)抗体価は、73.5および168.9であった。このこ
とから、Y10ワクチンは、LP93ワクチンよりも免
疫原性が低いことが示唆された。しかし、このこと
は主に、Y10 グループのうちの1頭が、全く抗体応
答を示さないプアワクチンレスポンダーであった
ことによると考えられる。このことにも関わらず、
攻撃時のY10グループのCL11に対するGMVN抗
体価（48.5）は、LP93 グループに比べて（10.6）、約
4.6倍高い値を示していた。一方、GM血球凝集抑制

（HI）抗体価は、それぞれ27.9および24.3であり、
ほとんど差は認められなかった。
　LP93グループの平均直腸温は、攻撃2から7日後

（4日後を除く）において、Y10グループの平均直腸
温に比較して有意に高値であった。また、38.5℃以
上を発熱と定義した場合、LP93グループの平均発
熱日数（±標準偏差）は3.0日±1.9であり、Y10グ
ループのそれ（0.4日±0.9）よりも有意に長かっ
た。Y10グループの2頭を除き、全ての供試馬から
採取した鼻咽頭スワブから、ウイルスが分離され
たが、グループ間のウイルス分離期間に有意差は
認められなかった。このことは、Y10グループに偶
然存在したプアワクチンレスポンダーが、5日間
もウイルス排泄を示したことによると思われる。
　以上のことから、A144Vの変異を持つFc2株

（CL11）に対するY10 ワクチンの効果は、発熱の緩
和という点において、LPワクチンのそれよりも上
回ることが示された。このことは、Y10グループの
攻撃株に対するGM VN抗体価が、LP93 グループ
のものに較べて、約4.6倍高値であったことによる
と考えられる。しかし、攻撃時における両グループ
間のGM HI抗体価には、ほとんど差が認められな
かったことから、HI試験よりもVN試験の方が、馬
でのワクチン効果に変化を与え得る抗原性状の変

化をより鋭敏に検出し得ると考えられる。

○馬インフルエンザモデルの改善：個体ごとへの
噴霧の利点（Refinement of the Equine Influenza 
model: the benefits of individual nebulization 
for experimental infection）

R. Paillotら (Animal Health Trust、英国)
　演者らの所属するAnimal Health Trust（AHT）
は、1990年代に超音波吸入器を用いたウイルス液
を噴霧する攻撃試験を開発した研究所である。そ
れ以降、同方法は馬インフルエンザを馬に発症さ
せる最も安定的な方法として、ワクチンや抗ウイ
ルス薬の評価などに応用されてきた。筆者らは、サ
ラブレッドに本法を応用しているが、AHTはウェ
ルシュマウンテンポニーという品種を使用してい
る。このことは、体格が比較的小さく温和な性格で
あり、遺伝的にも安定しているからだそうである。
さらに、特徴的なことは、AHTでは約56m3のルー
ムチャンバーへ複数頭を同時に収容して、ウイル
ス液を噴霧するという集団的な接種方法をとって
いることである。本方法は、多頭数に効率よく接種
することができる利点がある一方で、個体間にお
けるウイルス接種量の不揃いの可能性が高くなる
欠点も存在する。
　演者らによると、近年、感染実験馬からのウイル
ス排泄量と症状の不一致（ウイルス排出量が多い
のにも関わらず、症状が軽い。またはその逆。）が認
められる場合が存在し、統計学的有意性の検出力
の低下が懸念されたそうである。現在、演者らは、
近年のFc2分離株が馬への病原性を低下させてい
るとの仮説を立てて、そのことを証明する実験を
計画している。しかし、期待される効果量(群間の
差の大きさ)から推計される必要な標本数は、１群
39頭にもおよんでしまい、非現実的なものとなる
ことが予想された。そこで、演者らはルームチャン
バーを用いたウイルス噴霧法を止めて、吸入治療
用マスクを用いた個別噴霧を試みた。その結果、個
体間の不揃いは減少し、必要な標本数の推計も大
幅に減少したそうである。以上のことから、演者ら
は、ルームチャンバー法から本個別吸入法への変
更は、動物実験に求められる3R（Replace, Reduce 
and Refine）に沿ったものであると結論付けてい

た。筆者らや米国のケンタッキー大学では、すでに
吸入治療用のマスクに超音波吸入器を接続した個
別噴霧法で攻撃試験を行っている。

（山中隆史）

○ウマヘルペスウイルス1型感染による流行性流
産の疫学調査へのORF68配列を基にしたグルー
プ分類の応用（Application of ORF68-based 
grouping to an epidemiological survey of 
ep idemic  abor t i ons  caused  by  equ ine  
herpesvirus type 1）

辻村行司ら（JRA競走馬総合研究所）
　北海道日高地方では1967年以来、ウマヘルペス
ウイルス1型（EHV-1）感染による流行性流産の発
生が続いており、近年その増加傾向が問題となっ
ている。したがって、同地方におけるEHV-1の疫学
状況を明らかにすることは非常に重要と考えられ
る。EHV-1の疫学調査を行う上で分離株の遺伝子
解析は貴重な情報をもたらす。例えば、DNAポリメ
ラーゼ遺伝子に一塩基置換（SNP）を持つ変異株は
神経病原性の高いことが知られ、同株の動向につ
いては大きな関心が集まっている。なお、我々のこ
れまでの調査から、現時点で神経病原性変異株は
日高地方にほとんど分布していないことが示され
ている。また、その他にも遺伝子配列を基にした
EHV-1の分類法がいくつか存在するが、広く知ら
れているのは、68番遺伝子（ORF68）の多型を指標
とした方法である。EHV-1のゲノムは比較的安定
しているが、ORF68の塩基配列は高い多型性を有
する。
　英国のNugentらは、ORF68配列上のSNPを基に

して、EHV-1分離株を6グループ（グループ1から
6）に分類可能であること、そしてORF68配列を基
にしたグループ分類の有用性は全ゲノムSNP解析
によって実証されることを報告している。本研究
では、日高地方で発生したEHV-1流産の疫学調査
に、ORF68配列を基にしたグループ分類の応用を
試みた。2001年から2015年の間に日高地方で収
集された189牧場326頭のEHV-1陽性流産胎子材
料を検査に供した。
　胎子肺あるいは胸腺からDNAを抽出し、これら
を鋳型として832塩基対のORF68配列をPCR増幅
してダイレクト・シークエンスを行い、184牧場
313頭のORF68配列を決定した。その結果、複数頭
の流産が発生した58牧場中57牧場で、同一牧場由
来の分離株が全て同一のORF68グループに属する
株であることが確認された。グループ1、2、3、5お
よび6に属する株がそれぞれ、80、12、16、76およ
び1牧場で認められ（1牧場ではグループ1および5
に属する株が同時に認められた）、1牧場のみの発
生であったグループ6株を除く各株は、地域的に
偏らず日高地方に広く分布していた。一方で、経時
的にみると、グループ5株は2003年に初めて確認
された後、年々その分離が増加傾向にあることが
示された。また、今回の調査から、EHV-1の牧場間
伝播を疑う例が散見された。代表的なものとして
は、2012年に比較的狭い地域の5牧場でEHV-1流
産が発生し、これらのうちの4牧場で特有の塩基
置換（T/C626）を持つグループ5株が分離され、こ
れらの牧場間でEHV-1が伝播した可能性が示され
た。
　以上のように、ORF68配列を基にしたグループ
分類から、日高地方におけるEHV-1の疫学状況に
ついて興味深い知見が得られた。特に、近年の日高
地方における、グループ5株の分布の拡大とEHV-1
流産の増加傾向との関連については、今後慎重に
検討する必要があると考えられる。

○馬動脈炎ウイルスの検出・型別のための新規分
子診断法（A novel molecular diagnostic tool for 
Equ ine  A r t e r i t i s  V i ru s  d e t e c t i on  and  
characterization）

A. Hansら（食品環境労働衛生安全庁、フランス）

　馬ウイルス性動脈炎は馬動脈炎ウイルス（EAV）
によって引き起こされ、その臨床症状は、発熱、結
膜炎、陰嚢の腫大など多岐に渡り、なかでも妊娠馬
の流産が大きな問題となる。EAVは呼吸器あるい
は生殖器から感染し、雄馬では約70%で初感染後
に持続感染が成立することが報告されている。こ
れら持続感染雄馬は、ときおり精液中にウイルス
を排出するため、繁殖を通じて馬群内に感染を拡
大させる恐れがある。国際獣疫事務局（OIE）の規定
では、馬の輸出入時に精液などからEAVの検出を
試みる際には、培養細胞を用いてウイルス分離を
行うこととされている。一方で、ケンタッキー大学
のBalasuriyaらが近年開発したリアルタイムPCR
法がウイルス分離と同等の検出感度を有すること
から、同法もウイルス検出法としてOIEから推奨さ
れている。
　本研究は、OIE推奨のリアルタイムPCR法のさら
なる感度の向上を目的にして実施されたもので
あった。具体的には、EAV陽性サンプル（精液、ウイ
ルス感染細胞培養上清および臓器）から抽出した
RNAを逆転写してcDNAを合成、得られたcDNAを
Phi 29ポリメラーゼを用いて均一に増幅した後、
これを鋳型としてリアルタイムPCR法を行った。
その結果、抽出RNAをそのまま鋳型として用いた
場合と比較して、改良法ではPCR産物量が102か
ら107倍増幅した。加えて、同じ鋳型cDNAを用い
て、DNAマイクロアレイによるリシークエンスを
行ったところ、分離株の系統樹解析が可能であっ
た。したがって、演者らの開発した分子診断法は、
従来法よりも検査時間を要するものの、非常に高

感度で分離株の型別も可能な有用なEAV検査方法
であると考えられた。
　この方法を用いることで、これまでは検出限界
であった低レベルのウイルスを精液に排出する
EAVキャリアー雄馬の摘発が期待される。また、サ
ンプル中の核酸を増幅してからPCRを行う原理
は、他の病原体のPCRにも応用可能と考えられる
ことから、検査法の感度を向上させる手段の１つ
として今後参考にしたい。

（辻村行司）

○日本で1978年および2014年に分離されたゲタ
ウイルスの遺伝子および抗原性解析（Genetic and 
antigenic analysis of Getah virus isolated in 
1978 and 2014 in Japan）

根本　学ら（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスはアルファウイルスに属するウイ
ルスで蚊が媒介する。感染馬の臨床症状は、発熱、
発疹および浮腫である。1978年、美浦トレーニン
グ・センターにおいてゲタウイルスの初流行が確
認された後、2014年までワクチン接種馬群におい
て流行は発生しなかった。しかし、2014年9月から
10月にかけ同トレーニング・センターにおいて流
行が確認された。筆者らが過去に報告しているよ
うに、この流行の間接的な原因として2つの要因
が考えられている。1つ目はワクチン接種プログ
ラムを完了していなかったゲタウイルス感受性の
馬が存在したこと、2つ目はトレーニング・セン
ター周辺においてゲタウイルスの流行があったた
めにウイルス感染リスクが高まっていたこと、で
ある。しかしながら、2014年の流行の直接的な原
因は不明である。そこで本研究では、ウイルスの変
異がこの流行の直接的な原因であったかどうかを
明らかにするため、1978年に分離されたワクチン
株（MI -110）および2014年に分離された株

（14-I-605）の遺伝子および抗原性解析を実施し
た。
　クローン化されたMI-110の2株およびクローン
化された14-I-605の2株、計4株の全ゲノムを解読
した。さらに、クローン化されていないMI-110株
および14-I-605株を抗体陰性馬へ接種後、血清を
採取し交差中和試験を実施した。全ゲノム解析に

おいて、クローン化14-I-605の2株はクローン化
MI-110の2株と98.6%の相同性を示した。非構造
タンパク（nsP1234、7404塩基対）および構造タン
パク（C-E3-E2-6K-E1、3762塩基対）の塩基配列の長
さは、MI-110および14-I-605間で一致した。さら
に、MI-110および14-I-605間におけるこれら遺伝
子の塩基およびアミノ酸配列の相同性は非常に高
かった（nsP1234遺伝子の塩基配列は98.5%および
アミノ酸配列は99.5%の相同性、C-E3-E2-6K-E1遺
伝子の塩基配列は98.7%およびアミノ酸配列は
99.8-99.9%の相同性）。
　アミノ酸置換を調べてみたところ、非構造タン
パクであるnsP2、nsP4および構造タンパクの6K
において1または2個の置換が観察された。一方、
nsP3は7つのアミノ酸置換があり、特に6つは
Carboxyl-terminus domainに集中していた。この
部分はアルファウイルスの複製、および媒介蚊の
種類の特異性に関連すると言われている。推察で
はあるが、2014年のウイルスは1978年のウイル
スと比較すると、蚊との親和性、蚊での増殖性、ま
たは媒介する蚊の種類に変化が生じているのかも
しれない。
　次に、MI-110および14-I-605株に対する抗血清
を用いて交差中和試験を実施したところ、ホモお
よびヘテロの両株に対してほぼ同じ力価を示し
た。以上の結果は、MI-110および14-I-I-605株間に
は遺伝子および抗原的な差はほとんどないことを
示している。以上の結果から、MI-110株を含む現
行のワクチンは14-I-605株に対して有効であるこ
とが明らかとなった。
　なお本発表を含む詳しい内容は、本年3月末に
Archives of Virology誌に受理され早期公開中であ
る。
　発表後2点質問があった。1点目はnsP3の変異と
ウイルスの増殖性に関することであった。具体的
には、1978年および2014年のウイルスを哺乳類、
特にウマの培養細胞に接種し、その増殖性の違い
を観察したか、というものであった。この実験は実
施していないため、わからないと返答した。質問者
の意図としては、この実験で増殖性の差を確認す
ることができれば、ウマの体内におけるウイルス
の増殖性の違いが流行の要因のひとつであること

が言えるかもしれない、ということかと思う。
　2点目は美浦トレーニング・センター周辺のブ
タの血清を調査したか、という質問であったが材
料がないためわからないと返答した。この質問を
したのは、ケンタッキー大学のPeter Timoneyであ
りEquine Disease Quarterlyにおいて筆者らの論
文を引用し、2014年のゲタウイルスの流行に関す
る紹介をした人物である。発表前後に彼と話し、美
浦トレーニング・センター周辺にはブタが多く、一
方栗東トレーニング・センター周辺にはブタが少
ないため、栗東において流行は全くなかったので
あろうという話をしたところ、感心してくれたよ
うであった。

○アルゼンチンの子馬におけるウマロタウイルス
について（Equine rotavirus in Argentinean foals: 
an overview）

V. Parreño ら（国立農業技術院、アルゼンチン）
　ウマロタウイルスは子馬の下痢症の主要因であ
り、世界各国で流行している。本発表はアルゼンチ
ンにおけるウマロタウイルスの総論的な内容で
あった。日本においてはG3P[12]およびG14P[12]
型のウイルスが流行しているが、アルゼンチンで
も同様であった。日本を含め世界中のワクチンに
はG3P[12]型のウイルスが含まれているが、G14型
は含まれていない。演者はアルゼンチンにおいて
一時G14P[12]型の検出率が増加したが、この理由
はG3P[12]型ウイルスを含むワクチンの免疫圧力
によるものと考えていた。しかし、近年G3P[12]型
の検出率が高い年もあり、年によって検出率は大
きく変化している。そのためワクチンによる免疫
圧力は無いのではないかと話していた。これは日
本でも同様であり、G3P[12]およびG14P[12]型の
検出率は年によって大きく変化しているため、筆
者もこの意見に同意する。
　日本を含めアルゼンチン以外の国ではG3P[12]
型ウイルスのみを含む単価ワクチンが使用されて
いる。しかしアルゼンチンでは、ウマのG3P[12]型
ウイルス、サルのG3P[2]型ウイルス、およびウシの
G6P[1]型ウイルスを含む3価ワクチンが使用され
ている。なぜこのようなワクチンを使用している
のか長年の疑問であったため質問したところ、ウ

マのウイルスは培養細胞での増殖性が悪く抗原量
が足りないため、単価ワクチンでは免疫がうまく
できないとのことであった。そこで培養細胞で増
殖性のよいサルおよびウシロタウイルスも同時に
使用し、抗体の交差中和反応に期待しているとの
ことであった。ウイルスの増殖が悪いのであれば、
ウイルスを濃縮して抗原量を増やせばよいのでは
ないかと思ったが、そうしないところが南米のお
おらかさなのかとも感じた。

○トレーニング中のウマにおけるウイルスと呼吸
器症状の関連（Associat ion between virus 
detection/quantification and clinical signs of 
airway inflammation in horses at training）
S. Pronostら（Frank Duncombe研究所、フランス）

　演者らはトレーニング中のウマにおけるウイル
スと呼吸器症状の関連を調べることを目的に本研
究を実施した。材料として52頭の競走用のスタン
ダードブレッドから採取された鼻腔スワブおよび
気管洗浄液、合計581検体を用いた。検査ウイルス
は、ウマヘルペスウイルス1、2、4および5型、馬イ
ンフルエンザウイルス、ウマアデノウイルス1お
よび2型、ウマライノウイルスAおよびB、およびウ
マコロナウイルスである。そして各種ウイルスの
検出およびウイルス量と、臨床症状（鼻漏および発
咳）および気管粘液の状態を比較した。
　その結果、今回の調査ではウマアデノウイルス
2型、馬インフルエンザウイルスおよびウマコロ
ナウイルスは全く検出されなかった。臨床症状と
の比較では、気管洗浄液中におけるウマヘルペス
ウイルス2型およびウマライノウイルスBの検出
と発咳の間に有意に関連が認められた。また気管
洗浄液中におけるウマヘルペスウイルス2型の検
出は、気管粘液の悪化と有意に関連があった。ウイ
ルス量との比較では、ウマライノウイルスBのみが
発咳と有意に関連していた。一方、鼻腔スワブ中に
おけるウイルスと臨床症状および気管粘液の状態
との間に関連性は認められなかった。なおウマヘ
ルペスウイルス2型は健康なウマの多くが保有し
ていることから、呼吸器との関連を論ずるのは困
難である。演者らは気管洗浄液中にウマライノウ
イルスBが検出された場合、そのウイルスが発咳の

大きな要因となっていると話していた。
　筆者が興味をもったのはウマコロナウイルスと
呼吸器症状に関してである。ウマコロナウイルス
に近縁のウシコロナウイルスは、消化器症状に加
え、呼吸器症状も引き起こす。このことから演者ら
のようにウマコロナウイルスと呼吸器症状の関連
に興味を持つグループがいくつかあるようであ
る。演者らの今回の調査ではウマコロナウイルス
は検出されておらず、フランスにおいてウマコロ
ナウイルスは呼吸器症状を引き起こしていないと
言える。アメリカでの調査においても、発熱または
呼吸器症状を示したウマの鼻腔スワブ2437検体
中17検体がウマコロナウイルス陽性（0.7%）であ
り、陽性率は極めて低かった。現在のところウマコ
ロナウイルスはウシコロナウイルスとは異なり、
呼吸器との親和性は低いようである。演者らのグ
ループはフランスにおけるウマコロナウイルスの
疫学調査の論文を発表しており、数少ないウマコ
ロナウイルスの研究グループのひとつである。

（根本　学）

○ウマヘルペスウイルス1型弱毒生ワクチンの馬
への経鼻接種による防御効果（Protective effect 
of intranasal vaccination of horses with a 
modified l ive equine herpesvirus type 1 
vaccine）

坂内　天ら（JRA競走馬総合研究所）
　鼻腔における粘膜免疫は、ウマヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）によって引き起こされる病気から
馬を防御する上で重要な役割を果たすと考えられ
ており、鼻汁中のイムノグロブリンA（IgA）抗体が

粘膜免疫の主体である。EHV-1の攻撃に対する防
御効果を期待して、馬に生ワクチンまたは不活化
ワクチンの経鼻接種を行った研究が以前あった
が、ワクチン接種後のウイルス特異的IgA抗体の誘
導は検出されず、ウイルス攻撃後の臨床症状の緩
和はわずかであった。本研究では、元々筋肉内接種
用に認可された弱毒生ワクチン(エクエヌテクト
ERP、日生研)を経鼻接種した馬の免疫反応を測定
し、攻撃試験を行った。
　ワクチン群（n = 3）には、ワクチンを4週間隔で2
回経鼻接種した。同様に、対照群（n = 2）には希釈
用培地を接種した。2回目の接種から4週後に、
EHV-1（10-I-224株）を鼻腔内に接種した。鼻腔洗
浄液を継時的に採取して限外ろ過により濃縮し、
EHV-1特異的IgA抗体を測定するELISAに供した。
鼻腔でのウイルス排出とウイルス血症は、リアル
タイムPCRにより判定した。
　鼻腔洗浄液中のEHV-1特異的IgA抗体は、2回の
ワクチン経鼻接種後に増加したが、対照群では一
定であった。ワクチン接種馬では、血清中和抗体価
も上昇した。ウイルス攻撃の1日後に、対照群が2
頭とも39.0℃以上の発熱を呈した。一方、ワクチン
接種群では、7日後に38.7℃の体温を示した馬が1
頭いたが、39.0℃以上の発熱は実験期間中に見ら
れなかった。対照群での鼻腔へのウイルス排出は
1-6日後に検出され、最も高い平均コピー数は103.8

であった。一方、ワクチン群での鼻腔へのウイルス
排出は1-2日後のみ検出され、最も高い平均コピー
数は102.3であった。ウイルス血症は全ての馬で
5-11日後にかけて検出され、それぞれの個体で
2-6日間の期間見られた。
　本研究では、EHV-1生ワクチンの経鼻接種に
よって、鼻腔粘膜におけるEHV-1特異的IgA抗体お
よび全身のウイルス中和抗体の産生が見られた。
鼻腔粘膜におけるウイルス増殖はワクチン接種群
では低く抑えられた。ワクチン接種馬で39.0℃以
上の発熱が見られなかったことから、ワクチンの
経鼻接種によって誘導された免疫は、馬をEHV-1
感染による発熱から防御する効果があることを示
している。
　発表後、IgA抗体の上昇に関する個体差について
質問を受けた。当初は、ワクチン接種や攻撃試験に

よって、どの馬でもIgA抗体が上昇すると予想して
いたが、ワクチン接種後に鋭敏な反応を見せる馬
がいた一方で、攻撃試験後にも抗体の上昇を認め
なかった馬もいた。こうした個体差は、遺伝的背景
や過去のEHV-1やEHV-4への感染既往によって影
響を受ける可能性があるが、詳細は不明である。今
回の研究成果は、経鼻接種による粘膜免疫の誘導
や防御効果について前向きな結果であったことか
ら、さらなる研究の発展について期待する声が複
数の研究者から聞かれた。

○ワクチン歴のある馬におけるEHV-1弱毒生ワク
チン経鼻接種後の自然免疫及び特異免疫反応、パ
イロットスタディ（Innate and specific immune 
responses to intranasal modified-live EHV-1 
virus vaccination in previously immunized 
equids - a pilot）
C. A. Dumrathら（Ludwig-Maximilians大学、ドイ
ツ）
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）への感染リ
スクは、曝されるウイルス量と個体の免疫状態に
よって左右される。演者らは、不活化ワクチンの筋
肉内接種で基礎免疫された馬において生ワクチン
の経鼻接種を行った場合、どのような免疫反応が
起こるか、自然免疫、粘膜免疫、全身の液性免疫の
観点から検証した。
　あらかじめEHV-1の不活化ワクチン（Equip 
EHV-1,4, Zoetis社）で基礎免疫されたラバ2頭、馬2
頭に、生ワクチン（Prevaccinol, MSD Merck社）を
経鼻接種した。発熱、鼻汁、リンパ節の腫脹、ウイル
ス排出、全身性あるいは粘膜の抗体産生、粘膜のサ
イトカイン産生について調査した。鼻腔スワブは、
-1、1、3、5、7日後に採取し、ウイルス排出、鼻汁中
の抗体、各種サイトカイン（IFN-α、IFN-γ、IL-4、
IL-10、IL-17）の測定に供した。血清は、-1、1、7、
14、21日目に採取した。
　鼻汁の漏出は、4頭全てでワクチン鼻腔内接種
から24時間以内に認められ、4日目まで続いた。発
熱とリンパ節の腫脹は認められなかった。ウイル
ス排出は4頭中3頭では1日目に、残り1頭では3日
目に少量認められた。IL-10とIL-17はいずれの検
体でも検出されなかった。IL-4はラバでワクチン

接種前に検出された。IFN-αは馬でワクチン接種
前後いずれにおいても検出された。IFN-γは4頭全
てでワクチン接種後に上昇した。鼻汁中の抗体は、
4頭中3頭で24時間後に3倍以上の上昇を示した。
血清中和抗体価は、-1日時点で4頭いずれも128～
512の高値を示し、ワクチン鼻腔内接種後に上昇
は見られなかった。
　今回の実験は少数の個体を用いたパイロットス
タディではあるが、ワクチンの鼻腔内接種後に重
大な副反応は見られず、24時間以内の早い時点で
鼻汁中の抗体上昇が見られたことから、安全かつ
素早い免疫誘導が期待できる。これは、EHV-1感染
による神経症状や流産が起きた際に用いるパンデ
ミックワクチンとして、鼻腔内接種が有用である
可能性を示している。ただし、自然免疫の誘導につ
いては今回の結果からは確定的な情報は得られて
いない。また、今回用いられた鼻汁中の抗体測定系
は、IgG抗体とIgA抗体の両方を検出するもので、粘
膜免疫の指標であるIgA抗体のみの測定は行って
いない。将来的には、ワクチン効果の直接的な証明
として、ワクチン鼻腔内接種馬に対して攻撃試験
を実施する必要があると考えられる。

（坂内　天）

○健常子馬の気管洗浄液からのPneumocystis 
c a r i n i i特異遺伝子の検出（De t e c t i o n  o f  
Pneumocystis carinii specific gene in tracheal 
aspirate from healthy young foals in Japan）

上野孝範ら（JRA競走馬総合研究所）
　Pneumocystis carinii は子馬における肺炎の原因
真菌の１つである。しかしながら、ヒトでは健康乳

児においても血清抗体価が高いという報告があ
り、P. cariniiの存在だけで、ニューモシスチス肺炎
の確定診断を導くことはできないと考えられる。
また、P. cariniiはヒト乳児と同様に子馬にも日和
見感染を起こすと考えられているが、これまでに
健康子馬におけるP. cariniiの存在については調査
されていない。このため、P. carinii特異遺伝子を検
出するreal-time PCR法を用いて、日本で産まれた
サラブレッド子馬から得た気管洗浄液および肺組
織中のP. cariniiについて調査を実施した。Real 
time PCR法による P. carinii特異遺伝子の検出に
は、large-subunit mitochondrial ribosomal RNA領
域をターゲットとしたプライマーを用いた。また
1反応あたり1コピーの増幅が見られた場合、陽性
と判断した。気管洗浄液は健康子馬８頭から経時
的に採取した（生後３，４，６，８，１０、１２週目）。
これらの子馬は同一牧場で飼養されており、生後
3週目以降は同じ放牧地に放たれていた。集めた
サンプルは粘液融解酵素を用いて均質化し、DNA
抽出はspin column 法で行った。調査の結果、８頭
全てでP. carinii遺伝子産物の増幅が確認された。
２頭が生後４週目、３頭が生後６週目、残りの３頭
が生後８週目より特異遺伝子が検出されたが、ひ
とたび気管洗浄液中にP. carinii 遺伝子が認められ
ると、遺伝子コピー数の多少はあるものの、検査終
了時（生後１２週目）まで継続して検出された。ま
た、調査期間中のP. carinii遺伝子コピー数の最大
値は子馬により異なり、その値は１反応あたり
37-597コピーの幅があった。また、異なる牧場で
飼養されている子馬におけるP. carinii感染状況を
確認するために、呼吸器に病変がない剖検症例10
例の肺組織についても同様の調査を行ったが、10
例中8例でP. carinii特異遺伝子の増幅が観察され
た。今回の結果は、健康な子馬においても生後早期
にP. carinii の感染を受けていることを示したもの
である。このため、気管洗浄液中のP. carinii 遺伝子
の存在あるいは検出量だけをもって、P. carinii が
呼吸器症状を引き起こしていると診断する（結論
付ける）ことは難しく、P. carinii を原因とする呼吸
器疾患の診断には、病理学的なアプローチや血清
学的検査を実施する必要があると考えられる。
　200を超える発表演題のうち、真菌に関するも

のは数題もなく、正直なところ我々が設定した問
い（research question）へ興味を持たれるか不安で
あった。しかし発表後の質疑応答の際に、馬細菌感
染症の大家であるJ. F. Prescott氏より、同様の混
乱・困惑（P. cariniiは観察されるが、病変とリンク
しない現象）を経験しており、今後のため本発表は
論文としてまとめたほうが良いとのコメントを頂
くことができた。今後、早急に発表内容を取りまと
めて論文として報告したい。

○Itajubá中央大学付属動物病院入院馬における
aural plaqueの有病率（Clinical prevalence of 
aural plaque in horses admitted at Centro 
Universitário de Itajubá Veterinary Medicine 
teaching hospital, Itajubá, Minas Gerais, Brazil）

G.F. Silvaら（イタジュバ中央大学、ブラジル）
　Aural plaque は馬パピローマウイルスによる皮
膚病である。臨床症状は灰色から白色の鱗状皮膚
隆起に特徴付けられ、これらは片側もしくは両側
の耳介に生じる。場合によって耳介は過敏となり、
中度から重度の掻痒感を生じることもある。また
aural plaqueは、外貌の悪化や治療費などの面で飼
養者に経済的損失を与え得るが、これまでに効果
的な治療法は見つかっていない。このことからブ
ラジルMinas Gerais 州南部のAlto do Sapucaí 地
方でのaural plaqueの発症状況を明らかにするた
め、当病院受診馬の臨床学的調査を行った。調査
は、2014年６月から2015年9月までの期間に受診
した60頭について実施した。調査対象馬はいずれ
もaural plaque以外の理由で受診していた。60頭
中7頭(11.66%)がaural plaqueの特徴を有する皮
膚病変を両耳に形成しており、このうち4頭は
様々な程度の過敏症もしくは掻痒感を伴ってい
た。2頭は来院前に牧場において治療を行ってい
たが効果は認められなかった。Aural plaqueと診
断された馬のうちの1頭は、imiquimod 5%クリー
ムで治療したところ、8週間後に病変が消失した。
本調査を通して、治療法の確立および他地域への
感染拡大の防止のためには、Alto do Sapucaí 地方
におけるaural plaqueおよびウマパピローマウイ
ルス感染に関するさらなる調査研究が必要である
と考えられた。

　演者によれば、aural plaqueはウマパピローマウ
イルス3型ないし4型を原因とする点および耳介
にのみ皮膚病変が見られる点で、育成期の若馬の
鼻や口角に見られるウマパピローマウイルス1型
による疣贅とは異なるとのことであった。また治
療法として、尖圭コンジローマ（ヒトの外生殖器や
肛門周囲に形成される疣贅、ヒトパピローマウイ
ルスを原因とする）治療薬であるimiquimodが用
いられていた点が興味深かった。今後治験例が増
え、aural plaqueに対する効果が確実となることを
期待する。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の全ゲノム塩基配列の決定
（Determination of whole-genome sequence of 
Salmonella Abortusequi）

丹羽秀和ら（JRA競走馬総合研究所）
　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi（馬パラ
チフス菌）を原因菌とするウマ科動物特有の伝染
病であり、日本では家畜伝染病予防法において届
出伝染病に指定されている。本病の主な症状は、流
産と多発性膿瘍である。本病の診断には病原学的
検査と血清学的検査があるが、血清学的検査では
S. Typhimurium（ネズミチフス菌）感染との鑑別や
特異性の問題が指摘されている。また、疫学解析に
おいても一般的な遺伝子型別法では国内株同士を
区別できないことが問題となっている。演者らは、
これらの問題を解決する足がかりを得るため、次
世代シークエンサー、光学マッピングなどの技術
を用いて馬パラチフス菌（L-2508株）の完全ゲノ
ム塩基配列を決定した。その結果、馬パラチフス菌
は遺伝学的に血清型CholeraesuisおよびParatyphi 

Cと近縁であることが示唆された。また、ゲノム内
の偽遺伝子数は136個であり、これは宿主特異性
が高くウシのみに感染する血清型であるDublinと
比較すると半分程度、ブタのみに感染する血清型
であるCholeraesuisと同程度であった。L-2508株
の全ゲノム配列と他の血清型の全ゲノム配列を比
較した結果、馬パラチフス菌に特異的な領域が
1ヶ所認められた。一方、馬パラチフス菌とネズミ
チフス菌の間で他のサルモネラ属菌で知られてい
る約160個の病原遺伝子について有無を比較した
ところ、馬パラチフス菌のみが保有する病原遺伝
子は全くなく、ネズミチフス菌のみが保有する病
原遺伝子は17個存在した。このことから、ネズミ
チフス菌のみが保有する病原遺伝子を抗原として
用いれば、両者による感染を区別できるような血
清診断法への応用が可能と考えられた。また、本研
究では、L-2508株以外にも様々な地域や時期に分
離された24株の馬パラチフス菌の全ゲノム配列
も明らかにした。これらの株とL-2508株のゲノム
塩基配列間に存在する一塩基多型（SNP）を抽出
し、系統樹解析を実施した結果、国内と海外の株間
には1,316個のSNPが検出された。一方、国内株間
ではわずか61個のSNPしか検出されず、また大き
く2つの遺伝的系統に分かれることが明らかと
なった。この結果から、SNPを利用した新たな疫学
解析法は、これまで区別ができなかった国内株を
詳細に分類できる有用な方法と考えられた。
　本発表に対しては、偽遺伝子数と宿主の特異性
に関してフロアから質問が寄せられた。また、本病
の発生が長期間にわたって見られない北米の研究
者からは、日本のような先進国においてなぜ現在
でも発生が認められるのかについて質問を受けた
が、軽種馬と重種馬における産業構造の違いを説
明し、理解が得られた。

○ロドコッカス・エクイにおけるマクロライド系
抗菌薬への耐性化には新規耐性遺伝子が関与する
（Novel  determinant  confers  macrol ide ,  
lincosamides, and streptogramin B resistance 
in Rhodococcus equi）

L. J. Berghausら（Georgia大学、アメリカ）
　近年、米国ではマクロライド系抗菌薬やリファ

ンピシンに対する耐性化が明らかに増加してい
る。演者らは、その中でもマクロライド系抗菌薬に
対する耐性化に注目し、そのメカニズムについて
報告している。
　米国内で分離された18株のマクロライド耐性
株と6株の感受性株について全ゲノム塩基配列を
比較した。一般的に細菌のマクロライドへの耐性
化には、１）マクロライドの標的であるリボゾーム
を変化させる遺伝子、２）マクロライドを菌体外へ
排出するポンプの活性化、３）突然変異が関与して
いることが知られている。解析の結果、１）の機能
を有する新たな遺伝子erm(46)が発見された。この
遺伝子について、上記の株を含む各62株のマクロ
ライド耐性株と感受性株での有無を比較したとこ
ろ、マクロライド耐性株の全てにerm(46)遺伝子が
検出される一方、感受性株には全く検出されな
かった。さらに、erm(46)遺伝子をマクロライド感
受性株に人為的に導入すると耐性化することも確
認された。このことから、ロドコッカス・エクイに
おけるマクロライド耐性化には、erm(46)遺伝子が
関与していることが明らかになった。また、erm
(46)遺伝子は菌同士が接触によって直接遺伝子を
交換する接合という現象により、2×10-3という高
頻度で耐性株から感受性株に伝達されることも確
認された。
　生産地疾病等調査における過去の調査では、国
内にマクロライド耐性株は確認されていない。一
方、米国では約4％の株がマクロライド耐性株で
あることが報告されている。演者らの報告した
erm(46)遺伝子は、マクロライド系抗菌薬の高度耐
性化を引き起こすとともに、耐性株から感受性株
に容易に伝達される可能性も示された。マクロラ

イド系抗菌薬であるアジスロマイシンやクラリス
ロマイシンは、国内においてもロドコッカス・エク
イ感染症の治療薬として重要である。今後、このよ
うな耐性株の日常的な監視や出現した場合に生産
地で拡大させないための措置、マクロライド系抗
菌薬の適切な使用方法について考えていく必要が
あると思われた。

（丹羽秀和）
　
○日本において呼吸器疾患を呈するサラブレッド
系種から分離されたStreptococcus zooepidemicus
のテトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性
（Tetracycline resistance and genotype of 
Streptococcus zooepidemicus isolated from 
Thoroughbred horses with respiratory disease 
in Japan）

木下優太ら（JRA競走馬総合研究所）
　Streptococcus zooepidemicusのテトラサイクリ
ン耐性はしばしば認められるものの、耐性遺伝子
や菌株の遺伝子型との関係についてはほとんど明
らかとなっていない。そこで、S. zooepidemicusの
テトラサイクリン耐性と遺伝子型との関連性を明
らかにすることを目的とし以下の検討を行った。
　まず、JRA施設内で使用されることの多いテト
ラサイクリン系抗菌剤であるミノサイクリンの
2000年から 2014年における総処方量を医療
データベースにて調べた。また、同期間において、
呼吸器症状を呈するサラブレッド系種から分離さ
れた66株のS. zooepidemicusを使用し、それらの株
についてテトラサイクリンおよびミノサイクリン
の最少発育阻止濃度 (MIC) を測定した。さらに8
つのテトラサイクリン耐性遺伝子 (tetO, tetW, 
tetM, tetL, tet40, tetK, tetQおよびtetT) の有無を
PCR法により検討した。その結果、66株のS .  
zooepidemicusのうち、20株 (30.3%) はテトラサイ
クリン耐性株 (MIC≧8μg/ml) であり、11株 
(16.7%) はミノサイクリン耐性株 (MIC≧8μ
g/ml) であった。本会内における2010年から2014
年のミノサイクリン処方量は、それ以前に比較し
有意に増加しており、さらにミノサイクリン耐性
株の分離率も同期間では有意に増加していた。20
株全てのテトラサイクリン耐性株はいずれかのテ

トラサイクリン耐性遺伝子を保有しており、その
内訳は12株がtetO、6株がtetW、2株がtetMであっ
た。tetO保有のS. zooepidemicusはtetWを保有する
株に比較してミノサイクリンのMICが有意に高
く、さらに、2000-2009年に比較し2010-2014年
ではtetO保有株がより多く分離された。
　次に、66株に対してM-protein hypervariable 
(HV)  reg ionあるいは16S-23S  rRNA gene  
intergenic spacer に基づくPCRタイピング法をそ
れ ぞ れ 実 施 し た 。そ の 結 果 、6 6 株 の S .  
zooepidemicusからは15種類の異なる遺伝子型が
認められた。また、A1HV2,  A1HV3あるいは 
D1HV5などの遺伝型であったS. zooepidemicusは
いずれのテトラサイクリン耐性遺伝子も保有して
いなかったが、5株のA1HV1および 2株の
B2D2HV3はそれぞれtetO, tetWを全ての株が保有
していたことから、これらの型は日本のサラブ
レッド系種内へ定着する以前にテトラサイクリン
耐性遺伝子を獲得した可能性があることが示唆さ
れた。
　最後に、分離頻度の高かったtetO遺伝子の株間
伝播を検討するため、PCR-restriction fragment 
length polymorphism (PCR-RFLP) 法による系統
樹と、12株のS. zooepidemicusが保有するtetO遺伝
子のシークエンスに基づく系統樹を比較した。そ
の結果、PCR-RFLPによる系統樹において異なるク
ラスター間に属する菌株は、tetO遺伝子のシーク
エンスにおける系統樹においても異なるクラス
ターに属していることから、S. zooepidemicusの
tetO遺伝子は伝達性のプラスミドやトランスポゾ
ンを介していない可能性があることが示唆され
た。また、接合試験においても形質転換体は確認さ
れなかった。
　 本 研 究 に お け る こ れ ら の 結 果 は 、S .  
zooepidemicusのテトラサイクリン耐性と遺伝子
型との関連性の理解を深め、また、呼吸器疾患を呈
するウマへの抗菌薬使用に際しても有用であるこ
とを示している。
　質疑応答では、Streptococcus equi研究のトップ
ランナーであるDr. Andrew Waller (Animal 
Health Trust) から、より詳細に耐性遺伝子や遺伝
子型別を検討するためにフルゲノム解析を行って

みてはどうかと提案があった。本年度、我々の研究
施設において次世代シークエンサーが購入される
予定であることから、フルゲノム解析の検討も視
野に入れ今後の研究を展開していきたい。

○ニュージーランドの馬のSt r ep t o c o c cu s  
zooepidemicus ゲノムの多様性（Streptococcus 
zooepidemicus genomic variance in New 
Zealand horses）

O. A. Pattyら（ニュージーランド）
　Streptococcus equi subsp. zooepidemicusは日和
見性で二次的な病原体と考えられるが、菌株に
よってはウマの生殖器感染や呼吸器感染における
一次的なアウトブレイク株と考えられるものも存
在する。本研究で演者らは、ニュージーランドに生
息する野生のカイマナワ種のウマから分離したS. 
zooepidemicus株の遺伝子型別を行い、NCBIのデー
タベースに登録されているシークエンスとの比
較、また、採材部位 (呼吸器および生殖器) による
ゲノム比較を行った。これら3つのソースによる
比較において、病原遺伝子のレパートリーや水平
伝播した病原性アイランド (病原遺伝子などを含
む可動性領域) は多様であることが示唆された。S. 
zooepidemicusは様々な遺伝子を自然に取り込む
細菌であり、病原因子を含む病原性アイランドの
水平伝播が、S. zooepidemicusの株間における病原
性の差異を説明しうると演者は発表した。
　我々は本学会にてテトラサイクリン耐性遺伝子
については水平伝播の可能性が低いと発表した
が 、本 発 表 は 他 の 病 原 因 子 に つ い て は S .  

zooepidemicusが遺伝子をダイナミックに移動さ
せていると報告するものであった。生殖器や呼吸
器から分離されるS. zooepidemicusの中には各部
位に固有の遺伝子型が存在することからS .  
zooepidemicusは各部位に適応する遺伝子を獲得
していると考えられ、今後はそれらの解析によっ
てS. zooepidemicusによる感染をより詳細に把握
することが可能になると考えられる。

（木下優太）

○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（Comparative efficacies of 
disinfectants against bacteria causing　
healthcare-associated infections）

越智章仁ら（JRA競走馬総合研究所）
　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。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。被験細菌として、HAI罹患馬から分離された
MRSA、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。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

毒薬は有機物非存在下で殺芽胞効果を示した。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。
　主に欧米の臨床獣医師からHAIが発生してお
り、その対応には苦慮しているとの意見が多かっ
た。欧米にはヒト用・動物用消毒薬の有効基準があ
るのに対して、我が国には存在しない。HAIのコン
トロールに用いられる消毒薬の有効性を相対的に
評価する基準の整備が急務であると考えられる。

○馬ピロプラズマ症の診断におけるPCR法導入の
ための予備的検討（Preliminary results on the 
inclusion of PCR for the diagnosis of equine 
piroplasmosis (EP)）
M. T. Sciclunaら（Lazio・Toscana州動物予防試験
所、イタリア）
　馬ピロプラズマ病 (EP) はTheileria equi および 
Babesia caballi によって引き起こされるダニ媒介
性疾患である。EP には特異的な臨床症状がなく、
無症状の馬の移動によってこれらの病原体が非流
行地域に持ち込まれることがある。馬の国際間移
動における衛生条件や擬似症例の確定診断では、
特異的な診断が必要となる。EPの診断方法とし
て、OIEはELISAならびに間接蛍光抗体法 (IFAT) な
どの血清学的検査を推奨している。また，擬似症例
の確定診断には血清学的診断法のみが用いられる
ことが多い。しかし、ピロプラズマの rRNA 18s 遺
伝子を対象とするリアルタイムPCRが最も有効な
検査方法であるとの報告もある。本研究では、イタ
リアの274頭の血清を用いて市販のEL I SA  
(VMRD，USA) およびIFAT (Fuller Laboratories，
USA) およびリアルタイムPCRの有効性を検討し
た。なお、標準法としてPCRを行い、得られたPCR
産物の塩基配列を決定した。B. caballi において
は、14検体がリアルタイムPCR陽性であったが、
ELISAでは陰性であった。一方、これら14検体に対
するIFATの感度は50%(7/14) 、特異度87.7%

(228/260)であった。T. equiでは、リアルタイム
PCR陽性の137検体に対してELISAは感度67.2% 
(92/ 137) 、特異度 83.2% (114/137) であった。一
方、IFATの感度は86.1% (118/137) 、特異度 81% 
(111/137) であった。両原虫ともに、ELISAと比べ
てIFATの感度は優れていた。検体数が限られてい
たためB. caballi の成績は予備的なものであるが、
T. equi の血清学的診断方法は比較的高い特異性
を持つことがわかった。PCRの成績および臨床症
状との関連性評価を行い、PCR陽性例のうち発熱 
(38℃以上) に加えて黄疸、貧血および点状出血の
いずれか一つ以上の症状を認めた症例をEP急性
例とした。PCRによってB. caballi あるいは T. equi 
陽性とされた馬のうち、それぞれ28.7% と19.7% 
が急性期以降の症例であった。PCR陰性例のうち
血清学的に陽性であった馬は、感染後に血中から
原虫が消失したものと考えられた。多くの感染例
では、自然発生的にあるいは治療後にも長期間に

わたって血中抗体価が維持されるため、このよう
な例が認められる。リアルタイムPCRを付加的に
用いる意義は治療効果をモニタリングできる点に
あるだろう。本研究によって血清学的方法とPCR
の併用によってEPの診断精度が向上することが
明らかとなり、既存の検査方法により感度の高い
手法を追加することが推奨される。

　イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国はEP
の流行地域であるため、診断および治療のモニタ
リング手法が重要となると考えられる。我が国で
は、EPは海外伝染病であり、輸入検疫時には精度
の高い検査方法が求められている。現時点では
ELISA、IFATやPCRによる検査を行っている。

（越智章仁）
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三次元超音波検査による成馬腸骨骨折の画像診断の可能性
—骨折モデルの撮像の試み—

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　琴寄泰光*・桑野睦敏

背景
　かつて国内では競走馬の骨盤構成骨の骨折は、
他に増して厚みのある殿部・大腿部の筋肉、加えて
骨盤腔内の内臓などを透過できる大量の放射線を
放出可能な大型X線写真撮影装置（以下、大型X線）
により診断されていた。また海外のウマ臨床では、
骨盤構成骨の骨折診断にコンピューター断層撮影

（Computed Tomography, CT）を応用した報告も
ある1)。しかし、大型X線装置は機器本体が高額で
保守管理にも膨大なコストがかかるだけではな
く、大量の放射線による医療被爆の危険性を常に
はらんでいる 2)。このことから、現在、JRA競走馬診
療所では大型X線に代えて超音波画像診断装置

（エコー）のBモード画像によって骨折に起因する
骨表面の段差を検出している。ところが、通常のエ
コー検査では骨折線の方向性や骨折による段差の
程度がわかりにくい。さらに、骨片が重なる複骨折
などの症例では、骨折の状況を判別するのは一層
困難となる。これらの問題をクリアし、かつ２D画
像よりも骨折の状況を判断しやすい超音波画像診
断法として三次元超音波画像診断（3Dエコー）が
考えられる。しかしながら、これまでウマの骨折診
断に3Dエコーを用いた報告はない。そこで、パイ
ロットスタディとして、解剖馬（成馬）の腸骨に人
工的に骨折モデルを作製し、3Dエコーを用いた撮
像試験を実施した。

骨折モデル作製
　競走馬総合研究所にて実験動物倫理委員会で認
められた他の実験のために安楽殺された成馬1頭

（7歳・雄・サラブレッド種）を病理解剖後、内部の
骨を含む腰部・殿部・大腿部までを連続して採材
し、仙椎と大腿骨を除去した。次に、骨盤骨の右腸
骨（腸骨翼の仙腸関節面周囲）を骨ノミとハンマー
を使って骨盤腔側から人工的に骨折させて腸骨骨
折モデルとした（図1a）。

3Dエコー検査方法
　エコー検査には、リアルタイム3D描出能をもつ
超音波画像診断装置（Preirus、HITACHI-ALOKA、
東京）と専用の3Dプローブ（EU P - L V 7 4、

HITACHI-ALOKA、東京）（図2）を用い、先のモデル
のBモードおよび3Dエコー画像を描出した。　撮
像は、実際の臨床現場での試験を模倣し、殿部皮膚
表面を介して実施した。Bモードにて2Dエコー画
像を得る際には、通常のBモード撮像と同様に、他
の軟組織に比べエコー輝度が高い筋肉と筋膜のシ
グナルをシグナル増幅装置の出力（ゲイン）の調整
で可能な限り除去し、骨表面を観察しやすいよう
にした。その後、リアルタイム3Dモード（いわゆる
4Dエコーとも呼ばれる）に撮像モードを切り替
え、3Dエコー画像を得た。この段階でも、先のゲイ
ン調整により除去しきれなかったノイズが混在し
ているため、骨表面の観察は容易ではない場合が
あった。本機器のような3Dエコー機能を有する機
器では、フリーズさせた3Dエコー画像上において
フリーハンドで選択した領域を選択的に削除する
アプリケーションが組み込まれているのが通常で
ある。この機能を用いてゲイン調整だけでは除去
できなかったノイズを削除した。なお、対照として
骨折させていない左腸骨も同様に観察した。

撮像結果
　簡単に説明すると、Bモードおよび3Dモードの

いずれの場合でもエコー検査時のゲイン調整レベ
ルは19～22程度に設定することで、骨表面に比べ
てエコー輝度の低い筋膜などのノイズを軽減する
ことができた（図3a, 3c）。3Dモードの検査範囲は
約5×5 cmと狭いものの、リアルタイム3Dモード
では観察範囲を動画として捉えることから、視野
の狭さを補うことができた。また、リアルタイム
3Dモードではノイズが残って骨表面の上に霞が
かかったような像になることがあった。このよう
な場合には、得られた画像を一旦フリーズした後
に、領域選択削除機能を用いてノイズを除去した。
その後、静止画像を自由に回転させることで様々
な角度からターゲット部位を観察可能であった。
ノイズ除去後の3D画像では、骨折線の高低差およ
び断面形状を比較的正確に描出することができた

（図1b, 3b, 3d）。なお、対照（骨折させていない側）
の骨表面の起伏と比較することでより正確な診断
が可能と思われた。3D画像が得られるまでの時間
は不慣れな検査員でも10分程度であった。
　データは割愛するが、補足として生きた成馬で
も同条件で腸骨表面の3Dエコー検査を実施して
みた。その結果、モデルと同様に比較的明瞭に骨表
面を撮像できることを確認した。

考察
　放射線被爆がなく、極めて高額な施設を必要と
しない、保守管理コストも安価であるなどの観点
から大型X線やCTの代用として使用されている超
音波検査だが、通常のBモードよりも3Dモードに
よる画像探索の方が腸骨骨折の状態を診断しやす
かった。今回、3D画像が得られるまでの時間は10
分程度であったが、慣れればさらに短時間で実施
可能であると考えられた。3D画像を単純に静止さ
せただけの立体画像だけでは骨折線を詳細に描出
することは難しいかもしれない。しかし、超音波の
照射角度の変更で自由に視野を変えられるリアル
タイム3Dモードでは、骨を実際に手にとって見て
いるかのように、画面の中で自在に回転させなが
ら観察できる利点があった。欠点は、大型X線装置
やCTほどではないものの装置総額はそれなりに
高額であること、操作に慣れが必要であること、レ
ントゲン写真ほど明確な骨折線は検出できないこ

と、静止時の撮像範囲が狭いことが挙げられた。
もっとも、より深部の探索には周波数の小さいプ
ローブの使用により、検索範囲の拡大にはコン
ベックス型の3Dプローブの使用により、それぞれ
改善できる可能性がある。これについては今後の
検討が必要であろう。

参考
1) Trump M. et al., 2011.  The use of computed 
tomography in the diagnosis of pelvic fractures 
involving the acetabulum in two fillies.  Vet Comp 
Orthop Traumatol. 24(1):68-71
2) http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf

図1
（a）腸骨骨折モデル（3Dエコー観察後に軟部組織を除去・晒し
た骨標本）, （b）桃色四角形が3Dエコー検査範囲（約5×5 cm）

図2
今回使用したリニアー型3Dプローブ（HITACHI-ALOKA製、
EUP-LV74）

*現  栗東トレーニング・センター競走馬診療所
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背景
　かつて国内では競走馬の骨盤構成骨の骨折は、
他に増して厚みのある殿部・大腿部の筋肉、加えて
骨盤腔内の内臓などを透過できる大量の放射線を
放出可能な大型X線写真撮影装置（以下、大型X線）
により診断されていた。また海外のウマ臨床では、
骨盤構成骨の骨折診断にコンピューター断層撮影

（Computed Tomography, CT）を応用した報告も
ある1)。しかし、大型X線装置は機器本体が高額で
保守管理にも膨大なコストがかかるだけではな
く、大量の放射線による医療被爆の危険性を常に
はらんでいる 2)。このことから、現在、JRA競走馬診
療所では大型X線に代えて超音波画像診断装置

（エコー）のBモード画像によって骨折に起因する
骨表面の段差を検出している。ところが、通常のエ
コー検査では骨折線の方向性や骨折による段差の
程度がわかりにくい。さらに、骨片が重なる複骨折
などの症例では、骨折の状況を判別するのは一層
困難となる。これらの問題をクリアし、かつ２D画
像よりも骨折の状況を判断しやすい超音波画像診
断法として三次元超音波画像診断（3Dエコー）が
考えられる。しかしながら、これまでウマの骨折診
断に3Dエコーを用いた報告はない。そこで、パイ
ロットスタディとして、解剖馬（成馬）の腸骨に人
工的に骨折モデルを作製し、3Dエコーを用いた撮
像試験を実施した。

骨折モデル作製
　競走馬総合研究所にて実験動物倫理委員会で認
められた他の実験のために安楽殺された成馬1頭

（7歳・雄・サラブレッド種）を病理解剖後、内部の
骨を含む腰部・殿部・大腿部までを連続して採材
し、仙椎と大腿骨を除去した。次に、骨盤骨の右腸
骨（腸骨翼の仙腸関節面周囲）を骨ノミとハンマー
を使って骨盤腔側から人工的に骨折させて腸骨骨
折モデルとした（図1a）。

3Dエコー検査方法
　エコー検査には、リアルタイム3D描出能をもつ
超音波画像診断装置（Preirus、HITACHI-ALOKA、
東京）と専用の3Dプローブ（EU P - L V 7 4、

HITACHI-ALOKA、東京）（図2）を用い、先のモデル
のBモードおよび3Dエコー画像を描出した。　撮
像は、実際の臨床現場での試験を模倣し、殿部皮膚
表面を介して実施した。Bモードにて2Dエコー画
像を得る際には、通常のBモード撮像と同様に、他
の軟組織に比べエコー輝度が高い筋肉と筋膜のシ
グナルをシグナル増幅装置の出力（ゲイン）の調整
で可能な限り除去し、骨表面を観察しやすいよう
にした。その後、リアルタイム3Dモード（いわゆる
4Dエコーとも呼ばれる）に撮像モードを切り替
え、3Dエコー画像を得た。この段階でも、先のゲイ
ン調整により除去しきれなかったノイズが混在し
ているため、骨表面の観察は容易ではない場合が
あった。本機器のような3Dエコー機能を有する機
器では、フリーズさせた3Dエコー画像上において
フリーハンドで選択した領域を選択的に削除する
アプリケーションが組み込まれているのが通常で
ある。この機能を用いてゲイン調整だけでは除去
できなかったノイズを削除した。なお、対照として
骨折させていない左腸骨も同様に観察した。

撮像結果
　簡単に説明すると、Bモードおよび3Dモードの

いずれの場合でもエコー検査時のゲイン調整レベ
ルは19～22程度に設定することで、骨表面に比べ
てエコー輝度の低い筋膜などのノイズを軽減する
ことができた（図3a, 3c）。3Dモードの検査範囲は
約5×5 cmと狭いものの、リアルタイム3Dモード
では観察範囲を動画として捉えることから、視野
の狭さを補うことができた。また、リアルタイム
3Dモードではノイズが残って骨表面の上に霞が
かかったような像になることがあった。このよう
な場合には、得られた画像を一旦フリーズした後
に、領域選択削除機能を用いてノイズを除去した。
その後、静止画像を自由に回転させることで様々
な角度からターゲット部位を観察可能であった。
ノイズ除去後の3D画像では、骨折線の高低差およ
び断面形状を比較的正確に描出することができた

（図1b, 3b, 3d）。なお、対照（骨折させていない側）
の骨表面の起伏と比較することでより正確な診断
が可能と思われた。3D画像が得られるまでの時間
は不慣れな検査員でも10分程度であった。
　データは割愛するが、補足として生きた成馬で
も同条件で腸骨表面の3Dエコー検査を実施して
みた。その結果、モデルと同様に比較的明瞭に骨表
面を撮像できることを確認した。

考察
　放射線被爆がなく、極めて高額な施設を必要と
しない、保守管理コストも安価であるなどの観点
から大型X線やCTの代用として使用されている超
音波検査だが、通常のBモードよりも3Dモードに
よる画像探索の方が腸骨骨折の状態を診断しやす
かった。今回、3D画像が得られるまでの時間は10
分程度であったが、慣れればさらに短時間で実施
可能であると考えられた。3D画像を単純に静止さ
せただけの立体画像だけでは骨折線を詳細に描出
することは難しいかもしれない。しかし、超音波の
照射角度の変更で自由に視野を変えられるリアル
タイム3Dモードでは、骨を実際に手にとって見て
いるかのように、画面の中で自在に回転させなが
ら観察できる利点があった。欠点は、大型X線装置
やCTほどではないものの装置総額はそれなりに
高額であること、操作に慣れが必要であること、レ
ントゲン写真ほど明確な骨折線は検出できないこ

と、静止時の撮像範囲が狭いことが挙げられた。
もっとも、より深部の探索には周波数の小さいプ
ローブの使用により、検索範囲の拡大にはコン
ベックス型の3Dプローブの使用により、それぞれ
改善できる可能性がある。これについては今後の
検討が必要であろう。

参考
1) Trump M. et al., 2011.  The use of computed 
tomography in the diagnosis of pelvic fractures 
involving the acetabulum in two fillies.  Vet Comp 
Orthop Traumatol. 24(1):68-71
2) http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf

図3
腸骨翼（正常）のBモード画像（a）および3Dエコー画像（b）、腸骨
翼（骨折モデル）のBモード画像（c）および3Dエコー画像（d）
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背景
　かつて国内では競走馬の骨盤構成骨の骨折は、
他に増して厚みのある殿部・大腿部の筋肉、加えて
骨盤腔内の内臓などを透過できる大量の放射線を
放出可能な大型X線写真撮影装置（以下、大型X線）
により診断されていた。また海外のウマ臨床では、
骨盤構成骨の骨折診断にコンピューター断層撮影

（Computed Tomography, CT）を応用した報告も
ある1)。しかし、大型X線装置は機器本体が高額で
保守管理にも膨大なコストがかかるだけではな
く、大量の放射線による医療被爆の危険性を常に
はらんでいる 2)。このことから、現在、JRA競走馬診
療所では大型X線に代えて超音波画像診断装置

（エコー）のBモード画像によって骨折に起因する
骨表面の段差を検出している。ところが、通常のエ
コー検査では骨折線の方向性や骨折による段差の
程度がわかりにくい。さらに、骨片が重なる複骨折
などの症例では、骨折の状況を判別するのは一層
困難となる。これらの問題をクリアし、かつ２D画
像よりも骨折の状況を判断しやすい超音波画像診
断法として三次元超音波画像診断（3Dエコー）が
考えられる。しかしながら、これまでウマの骨折診
断に3Dエコーを用いた報告はない。そこで、パイ
ロットスタディとして、解剖馬（成馬）の腸骨に人
工的に骨折モデルを作製し、3Dエコーを用いた撮
像試験を実施した。

骨折モデル作製
　競走馬総合研究所にて実験動物倫理委員会で認
められた他の実験のために安楽殺された成馬1頭

（7歳・雄・サラブレッド種）を病理解剖後、内部の
骨を含む腰部・殿部・大腿部までを連続して採材
し、仙椎と大腿骨を除去した。次に、骨盤骨の右腸
骨（腸骨翼の仙腸関節面周囲）を骨ノミとハンマー
を使って骨盤腔側から人工的に骨折させて腸骨骨
折モデルとした（図1a）。

3Dエコー検査方法
　エコー検査には、リアルタイム3D描出能をもつ
超音波画像診断装置（Preirus、HITACHI-ALOKA、
東京）と専用の3Dプローブ（EU P - L V 7 4、

HITACHI-ALOKA、東京）（図2）を用い、先のモデル
のBモードおよび3Dエコー画像を描出した。　撮
像は、実際の臨床現場での試験を模倣し、殿部皮膚
表面を介して実施した。Bモードにて2Dエコー画
像を得る際には、通常のBモード撮像と同様に、他
の軟組織に比べエコー輝度が高い筋肉と筋膜のシ
グナルをシグナル増幅装置の出力（ゲイン）の調整
で可能な限り除去し、骨表面を観察しやすいよう
にした。その後、リアルタイム3Dモード（いわゆる
4Dエコーとも呼ばれる）に撮像モードを切り替
え、3Dエコー画像を得た。この段階でも、先のゲイ
ン調整により除去しきれなかったノイズが混在し
ているため、骨表面の観察は容易ではない場合が
あった。本機器のような3Dエコー機能を有する機
器では、フリーズさせた3Dエコー画像上において
フリーハンドで選択した領域を選択的に削除する
アプリケーションが組み込まれているのが通常で
ある。この機能を用いてゲイン調整だけでは除去
できなかったノイズを削除した。なお、対照として
骨折させていない左腸骨も同様に観察した。

撮像結果
　簡単に説明すると、Bモードおよび3Dモードの

いずれの場合でもエコー検査時のゲイン調整レベ
ルは19～22程度に設定することで、骨表面に比べ
てエコー輝度の低い筋膜などのノイズを軽減する
ことができた（図3a, 3c）。3Dモードの検査範囲は
約5×5 cmと狭いものの、リアルタイム3Dモード
では観察範囲を動画として捉えることから、視野
の狭さを補うことができた。また、リアルタイム
3Dモードではノイズが残って骨表面の上に霞が
かかったような像になることがあった。このよう
な場合には、得られた画像を一旦フリーズした後
に、領域選択削除機能を用いてノイズを除去した。
その後、静止画像を自由に回転させることで様々
な角度からターゲット部位を観察可能であった。
ノイズ除去後の3D画像では、骨折線の高低差およ
び断面形状を比較的正確に描出することができた

（図1b, 3b, 3d）。なお、対照（骨折させていない側）
の骨表面の起伏と比較することでより正確な診断
が可能と思われた。3D画像が得られるまでの時間
は不慣れな検査員でも10分程度であった。
　データは割愛するが、補足として生きた成馬で
も同条件で腸骨表面の3Dエコー検査を実施して
みた。その結果、モデルと同様に比較的明瞭に骨表
面を撮像できることを確認した。

考察
　放射線被爆がなく、極めて高額な施設を必要と
しない、保守管理コストも安価であるなどの観点
から大型X線やCTの代用として使用されている超
音波検査だが、通常のBモードよりも3Dモードに
よる画像探索の方が腸骨骨折の状態を診断しやす
かった。今回、3D画像が得られるまでの時間は10
分程度であったが、慣れればさらに短時間で実施
可能であると考えられた。3D画像を単純に静止さ
せただけの立体画像だけでは骨折線を詳細に描出
することは難しいかもしれない。しかし、超音波の
照射角度の変更で自由に視野を変えられるリアル
タイム3Dモードでは、骨を実際に手にとって見て
いるかのように、画面の中で自在に回転させなが
ら観察できる利点があった。欠点は、大型X線装置
やCTほどではないものの装置総額はそれなりに
高額であること、操作に慣れが必要であること、レ
ントゲン写真ほど明確な骨折線は検出できないこ

と、静止時の撮像範囲が狭いことが挙げられた。
もっとも、より深部の探索には周波数の小さいプ
ローブの使用により、検索範囲の拡大にはコン
ベックス型の3Dプローブの使用により、それぞれ
改善できる可能性がある。これについては今後の
検討が必要であろう。

参考
1) Trump M. et al., 2011.  The use of computed 
tomography in the diagnosis of pelvic fractures 
involving the acetabulum in two fillies.  Vet Comp 
Orthop Traumatol. 24(1):68-71
2) http://www.radher.jp/J-RIME/report/DRLhoukokusyo.pdf
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エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2016年2号の紹介）

時事解説
　読んだこと、聞いたこと、見たことのすべてを鵜
呑みにすることはできない。
　従来にも増して、批判的思考法は重要となって
おり、誤った情報や誤解を与える情報に我々が曝
されていることに私は絶えず驚かされる。
　誇張された表現に対して、常に警戒しなければ
ならない。
　ジカウイルスが米国においてマスコミに大きく
取り上げられた際に、「専門家」が全国ニュースに
おいて「北米にこの疾病を侵入させないためには、
蚊を駆除するしか方法はない」と発言した。彼は冗
談を言っていたわけではない。
　1999年後半の報道をオンラインで見直してみ
れば、蚊の駆除のための殺虫剤散布の大規模キャ
ンペーンの成果により、ウエストナイルウイルス
が2000年夏に新たに戻ってくることはないから
市民は心配する必要はないという、公衆衛生当局
による安心宣言を見つけることができる。その
キャンペーンにいったいどんな効果があったこと
か。
　蚊は回復能力が高く、繁殖率が高いため、蚊媒介
性の疾病をコントロールするのは難しい。ジカウ
イルスがウマに病原性を有する証拠がない一方
で、ウエストナイルウイルスなどの他の蚊媒介性
のウイルス感染症は、効果的なワクチンを用いる
ことができ、また毎年のようにウマのオーナーに
蚊の防除に関する注意喚起を行っているにも関わ
らず、年間何百頭のウマに疾病を引き起こす。
　もっと広く目を向けてみれば…
　米国のニュース雑誌Sundayの最近の増刊号に、
もし心肺蘇生（CPR）を他者に行った場合、どの州
においても「善きサマリア人の法」（訳注：「災難に
遭ったり急病になったりした人など（窮地の人）を
救うために無償で善意の行動をとった場合、良識

的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われな
い」という趣旨の法）が人々を損害賠償から守る、
という記事が載っていた。記事はまた、心肺蘇生を
試みたことで訴えられることはないとも記載し
た。いずれも大間違いである。例えば、ケンタッ
キー州法であれば、心肺蘇生を試みる者の誰も守
らず、弁護士は何についても訴えることができる。
心肺蘇生の方法を学び、そして自分自身の州にお
ける法律や損害賠償保険について知るべきであ
る。
　獣医の「専門医」とは？
　私は、広告主の獣医師を、（例えば）「馬スポーツ
医学の専門医（specialist）」として過大に宣伝する
数々のウェブサイトを見てきた。米国獣医師会に
よると、「獣医分野での専門医とは、獣医学の特定
分野における追加研修を修了し、専門知識と技能
の評価試験に合格した」獣医師のことである。「認
定医（diplomate）」という資格を得るための厳格な
研修を考えれば、獣医の専門医はほぼ必ず、学歴に

「認定医」であることを記載している。例えば、米国
獣医外科学会（ACVS）認定医、米国臨床獣医師認定
委員会（ABVP）の認定医(馬)、などである。「専門
医」という用語には、追加の教育や訓練、厳しい試
験、継続した教育などの意味が含まれる。優れた技
術を持った獣医師の多くが、主に競技用馬の臨床
に携わっている。しかし、もし彼らが委員会による
認定を受けていなければ、「専門医」ではない。
　認証（certification）」はどうであろか。名刺ある
いはウェブサイトに、個人名に続いて、認証や肩書
きのリストを誇らしげに記載している者がいる。
しかし、それらは正式に認められていて、高度で特
別な教育あるいは経験として意味があるのか？あ
るいは、単純にその者は代金を支払って週末にほ
んの少し表面的に学び、その結果として「認証」を

与えられたに過ぎないのではないだろうか？どの
ような研修、試験や「認証」が実際に含まれていた
のか判断するには、その組織をオンラインで検索
してみると良い。驚くことになるかもしれない。 
読んだこと、見たこと、そして聞いたことをじっく
りと評価して欲しい。疑問を持って欲しい。思い込
みを無くそう。もし話がうますぎると思うのであ
れば、おそらくそのとおりである（しかし、いずれ
にせよ、よく見抜いて欲しい）。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
国際情報
2015年第4四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターならびに米国ケンタッキー州レキ
シントンにある米国馬術連盟（USEF）の馬疾病情
報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。
　水胞性口炎は今期も発生が広がり、米国では
134施設でウイルスが確認され、さらにウイルス
学的な確認はされていないが臨床的に本症と診断
された施設が485ヶ所あった。いずれの発生も、ウ
イルスの血清型はニュージャージー型であった。
新たな発生がアリゾナ州、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州において
診断された。なかでも症例数が最も増加したのは、
コロラド州およびワイオミング州であった。
　インフルエンザが、イギリスおよび米国で報告
された。イギリスでは、4つの施設で散発的に発生
し、そのほとんどはワクチン未接種馬における発
生だった。イギリスにおける5番目の施設では5例
が発生し、その全てがアンダルシアン種であった。
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、フロリダ州、ケンタッキー州、ミシガン
州、オハイオ州、オレゴン州およびテキサス州で感

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、
EHV-4）に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、日本、イギリスおよび米国で発生した。
EHV-1に起因する呼吸器疾患がフランス（単発症
例）、アイルランド（7例）および米国（いくつかの
州でウイルス活動を記録）で確認された。EHV-1に
起因する流産が、日本（7施設でワクチン接種済み
牝馬8例）、イギリス（サラブレッド種2例）および
米国（3例）で発生した。EHV-1による脊髄脳症が米
国で2件発生し、そのいずれもペンシルベニア州
であった。そのうち1件は競馬場、もう1件は乗馬
苑で発生した。乗馬苑における発生では、3例が死
亡した。EHV-4による呼吸器疾患がフランスおよ
びドイツで発生した。フランスでは19件の発生が
確認され、そのほとんどはフレンチトロッター種
だった。ドイツでは、3施設でそれぞれ1例発生し
た。EHV-2および／あるいはEHV-5感染が、米国に
おいて少数例診断された。
　馬媾疹（EHV-3）が米国で1例確認された。
　腺疫がオーストラリア（24件で48例）フランス

（11件）、ドイツ（3施設でそれぞれ1例）、アイルラ
ンド（3地域で20例）、スイス（1件）、アラブ首長国
連邦（2施設で8例）および米国（風土病：7州で17
件）において発生した。
　カナダでは、馬伝染性貧血を13例確認した。ブ
リティッシュコロンビア州（2施設）、アルバータ
州（3施設）およびサスカチュワン州（2施設）の7施
設で発生し、いずれも疫学的に関連していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス（風土病）およびス
イス（輸入馬でBabesia caballiとTheileria equiの混
合感染）で確認された。
　サルモネラ症が米国で発生し、サルモネラB群お
よびC1群が関与していた。米国のいくつかの州に
おいて、Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症
を多数確認した。ケンタッキー州では、Clostridium 
perfringens 毒素型A型菌によるクロストリジウム
性腸炎が1例確認された。
　フランスおよび米国では、レプトスピラによる
流産が発生した。フランスでは1例、米国ではケン
タッキー州において12例が診断された。
　米国では、合計23例の東部馬脳炎（EEE）が発生

し、なかでもフロリダ州、テキサス州およびジョー
ジア州において最も多く発生した。フランスおよ
び米国で、ウエストナイル脳炎の発生が報告され
た。フランスでは、34件で合計45例が診断された。
米国では160例が確認され、そのほとんどはテキ
サス州、ワシントン州、ミズーリ州およびカリフォ
ルニア州における発生だった。
　2015年第3四半期において、ヘンドラウイルス
感染症がオーストラリアのクイーンズランド州で
１例報告された。

ウマヘルペスウイルスによる眼疾患
　ヘルペスウイルスは自然界に広く分布してお
り、ウマ獣医療では呼吸器、生殖器、そして神経系
疾患を引き起こすことが知られている。これらウ
イルスの最も重要な生物学的特性は、その潜伏す
る能力である。潜伏したウイルスの再活性化が起
こると、ウイルスは複製し細胞から放出され、疾病
を起こす。再活性化の正確なメカニズムは解明さ
れていないが、運動、妊娠、管理の変化あるいは併
発症などのストレス要因が引き金となっていると
考えられている。これまで、眼疾患に関与している
ウマヘルペスウイルスは、EHV-2とEHV-1とされ
てきた。
　EHV-2は、ウマにおけるウイルス性角膜炎の推
定される主な原因とされてきた。それにも関わら
ず、罹患馬の角膜や結膜の掻爬検体からのウイル
スの検出には一貫性がなく、しばしば無症状のウ
マからも検出されてきた。さらにEHV-5との重感
染が、眼疾患だけでなく呼吸器疾患でも通常よく
認められ、特定のウイルスを疾患の原因であると
明らかにすることを困難にしている。EHV-2が眼
疾患の原因であるという証拠は、子馬の角結膜炎、
結膜炎あるいは角膜浮腫の流行や単発症例からウ
イルス分離に成功したいくつかの報告に基づく。
しかしながら、そうした報告があるにもかかわら
ず、EHV-2が病原体かどうかについては未だ議論
の余地がある。他のウイルスによる病因とは対照
的に、ヘルペス性角膜炎は通常、全身性疾患に随伴
して起こらない。臨床的に、罹患馬には散在性、多
発性の上皮下における点状混濁が認められ、フル
オレセインによる染色には差があるが、通常ロー

ズベンガルでは染色される。混濁とともに表層に
血管新生がみられ、眼に持続性ないし中程度の疼
痛を認め、回帰性ブドウ膜炎を続発することがあ
る。上皮の病変が角膜実質へ続く場合は、病変のウ
イルスが広がった結果、あるいは実質内でウイル
スが増殖していると考えられる。角膜や結膜の掻
爬検体でウイルスの存在を証明することは難し
く、検体採取時に損傷部位にウイルス封入体を認
めることはほとんどない。ウイルスDNAの検出に
は、PCR法がより信頼できる方法である。しかしな
がら、ヘルペスウイルスのDNAの存在だけでは確
定診断できない。ヒトやネコのヘルペスウイルス
性眼疾患とは対照的に、ウマの角膜病変は抗ウイ
ルス剤により速やかに改善し、あるいは自然に治
癒する。もしヘルペスウイルスの関与が強く疑わ
れ、さらにPCR法で確認された場合、抗ウイルス剤
による局所治療がしばしば推奨される。ガンシク
ロビル軟膏とコルチコステロイド剤を併用した局
所治療が最適な治療法として推奨されてきた。
　脈絡網膜の病変については、いくつかの研究に
おけるEHV-1の感染実験で報告されてきた。単眼
あるいは両眼性に、中心に色素沈着し周囲が抜け
たドーナツ型の単一あるいは多巣性の病変が、眼
底の非タペタム領域に、感染数週間後に観察され
る。このタイプの病変の原因として、覆っている網
膜色素上皮の死による脈絡網膜の虚血性傷害が最
も可能性が高いと考えられる。これらの所見は、視
力に影響しないと思われるが、特に過去の病歴が
不明な場合には、購買前検査期間の主要な関心事
項の一つである。
　脈絡網膜炎におけるEHV-1の役割を支持する充
分な根拠があるにも関わらず、いずれのウマヘル
ペスウイルスにおいても、眼疾患への関与につい
ては議論の余地が残る。

連絡先：
Sonia Gonzalez-Medina, Ldo Vet, CertAVP(EM), 
MRCVS 
44-2032148025 (Ext. 4025) 
Royal Veterinary College 
London, United Kingdom
 

東部ウマ脳炎
　東部ウマ脳炎（EEE）は、メキシコ湾および大西
洋沿岸州、五大湖周辺地域のウマにとって、毎年の
ように脅威となっている疾患である。症例の発生
は、北はカナダから、アイオワ州、アーカンソー州
およびケンタッキー州などの内陸部の州でも時々
報告されている。病原体は、東部ウマ脳炎ウイルス

（EEEV）であり、鳴禽類（訳注：songbird、スズメ目
スズメ亜目の鳥類の別称として用いられる）と蚊
から成る感染環で静かに維持される。Culiseta 
melanura（訳注：ハボシカ属の一種）の吸血は鳥類
嗜好性で、広葉樹林の淡水の沼地帯に生息し、そこ
で営巣している鳴禽類にEEEVを伝播する。羽化し
た蚊は、感染した鳥を吸血することによりウイル
スを獲得する。C. melanuraの分布域が、EEEV感染
症の西への拡大を制限している。
　鳴禽類はEEEVに感染しても発症しないが、他の
鳥類、ウマあるいはヒトへ伝播すると発症するこ
とがある。哺乳類宿主へのEEEVの伝播は、ヤブカ
属のようにより吸血嗜好性が広い蚊が関与してい
る。温暖な地方では、ウマのEEE症例は、夏から秋
に季節性に発生し、より涼しい時期の発生はまれ
で、冬期の発生はない。フロリダのような亜熱帯地
方では、EEE伝播のリスクは通年認められ、夏が
ピークである。ウマとヒトは、蚊へのウイルス伝播
に十分な程度のウイルス血症を起こさず、自然界
でのEEEVの感染環の一部には含まれない。そのた
めウマとヒトは、終末宿主と考えられている。
　ウマ科動物が蚊に刺されて感染した場合、5～
15日で臨床症状が発現する。ウマ、ラバまたはロ
バのEEEV感染症は重症化しやすく、発症馬の90%
は生存できない。臨床症状は、発熱および／あるい
は反応の鈍化（以前に本症は「眠り病（sleeping 
sickness）」と呼ばれていた）から失明、運動失調、
頭部の押し付け、起立不能、発作、そして死に至る
ことがある。急性期の発熱時の体温は非常に高い
場合がある（時に40.6～41.1度）。
　EEEの臨床症状は、ウエストナイル脳炎または
ウマヘルペスウイルス1型による脊髄脳症などと
重なるため、検査室での確定診断が重要である。臨
床症状、発生に適した環境および予防接種歴の不
備などに加え、IgM捕捉ELISAによる血清学的検査

が陽性であった場合、EEEが強く疑われる。死亡あ
るいは安楽殺されたウマでは、脳組織からのPCR
法によるEEEV遺伝子の検出やウイルス分離、ある
いは脳組織標本の特異的染色によって、確定診断
ができる。
　すぐに入手できる効果的なUSDA認可ワクチン
があるにもかかわらず、毎年のように北米のウマ
はEEEの犠牲となっている。米国馬臨床獣医師協
会（AAEP）は、EEEワクチンを重要な予防接種と位
置づけ、ウマの年齢や地域など特定リスクに基づ
くガイドラインを出している。EEEワクチンは不
活化ワクチンのため、子馬の防御免疫獲得のため
には、2回ないし3回の基礎接種が必要である。
　2014年には、15州で合計136例のEEE発症馬が
報告された。USDA動植物検疫所（APHIS）獣医部

（VS）は、米国疾病管理予防センター（CDC）や州の
家畜衛生および公衆衛生の防疫官と協力し、ウマ
のEEE症例に関する情報を交換し、各州における
ウマの発症例を確認している。CDCは、ヒトや動物
におけるEEEを含むアルボウイルスの活動を追
跡、報告するために使用している、電子的サーベイ
ランスおよび報告システムであるArboNETを用い
て、EEE症例情報を収集している。ウイルスの流行
期に、APHIS獣医部は、ウマのアルボウイルス症例
の情報を州の家畜防疫官に周知するとともに、確
定症例数をUSDAの馬伝染性貧血情報ウェブサイ
ト (http://www.aphis.usda. gov/animal-health/equine-health)
上で公表している。

連絡先：
Eileen N. Ostlund 
eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov
(515) 337-7551 
National Veterinary Services Laboratories 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Ames, Iowa

および

Rebecca Jones 
rebecca.d.jones@aphis.usda.gov
(970) 494-7196 

Surveillance Design and Analysis Center for 
Epidemiology and Animal Health 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Fort Collins, Colorado 

症候群サーベイランスおよび空間疫学
　 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス（ s y n d r o m i c  
surveillance）とは、疾病発生の調査において、疫学
研究者にリアルタイムの分析とフィードバックを
提供するために、既存の健康に関するデータを用
いることである。空間疫学（spatial epidemiology）
とは、疾病の分布と健康状態に関する研究をする
健康地理学の一分野である。両方法を利用するこ
とにより、相関研究に用いる疾病の地理的マッピ
ングや、疾病のかたまりの検出（例えば、特定の疾
病あるいは症候群が、空間的、時間的に非常に近接
して通常とは異なる高い頻度で発生している状
況）が、可能となる。これらの手法は、医学あるいは
獣医学において、疾病の発生やバイオテロをより
早期に発見するために用いられる。
　過去10年間に、ケンタッキー大学獣医診断研究
所（UK VDL）は疫学部門を設立し、動物の健康を監
視する、多角的なサーベイランス・報告および警報
システムを立ち上げた。UK VDLは、独自の症候群
性事象のシミュレーターを使用して、疾病発生の
早期の予測とモデル作成のためにケンタッキー州
の動物の健康を監視し、そのために検査結果や症
候群性の事象（例えば流産、呼吸器疾患、死亡数）を
用いている。このシミュレーターは、日々発生する
症候群性の事象を監視し、直近29日間のデータと
合わせて「30日間の可動ウインドウ」を作成する。
次にこれらのデータは、過去5年間の中の同一期
間枠のデータ（例えば、時間と場所を指定した平常
時の疾病発生率）と比較される。この数学的な手法
によって、我々はある特定事象の発生が統計学的
に増加しているかどうかを計算することができ
る。いかなるデータも疾病の増加を示す場合には、
地図上に記入され、UK VDLの疫学研究者に対し
て、疾病が集団発生している可能性があることを
警告する。本プログラムによって集団発生の可能
性が示唆される場合、疫学部門によって調査、確認
される。疾病あるいは死亡数の増加が確認される

と、UK VDLは、ケンタッキー州の獣医師および当
局に対して注意喚起をする。　
　サーベイランスだけではなく、UK VDLは剖検症
例および検査データを利用して、ケンタッキー州
の動物健康地図を作製し、我々のウェブサイト
vdl.uky.eduにおいて公表している。利用者は、ケン
タッキー州のどの郡でもクリック一つで、先月に
どのような疾病が診断されたかを見ることができ
る。ある郡の情報が無いということは、その郡につ
いてはUK VDLにおいて何も診断されなかったこ
とを意味する。地図は、疾病が診断された所有者あ
るいは具体的な場所を特定するものではなく、従
事した獣医師が存在する郡のみを示す。このこと
により、クライアントに対する守秘義務が果たさ
れ、同時に利用者に対して、自分たちの地域で疾病
が確認されたという情報を提供することができ、
防疫対策が遂行あるいは強化される。
　症候群サーベイランスおよび疫学を空間的に認
識する方法は、常に進化し、改善されている一方
で、これらの方法にはいくつかの課題もあること
に留意しなければならない。空間疫学は、その大部
分がデータ分析に基づいている。このため、データ
収集を常時行い、かつ正確でなければならない。現
在UK VDLが用いている症候群サーベイランスは、
この研究所のみで収集したデータに依存してい
る。獣医師や他の研究所からの野外データを包含
することによって、この重要なサーベイランス技
法はさらに強化されるのである。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith 
jsmit8@uky.edu
 (859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky 

ケンタッキー州の蚊
　ケンタッキー州には、様々な繁殖地と生存戦略
を持った50種類以上の蚊が生息する。その中に
は、大雨で一時的にできた水溜りで繁殖するもの
や、乾期にわずかに残った停滞水で繁殖するもの

もある。
　ケンタッキー州に生息する蚊の多くは、凍結に
対して抵抗力のある卵で越冬し、長期に亘って厳
しい環境下で生存できる。イエカ(Culex pipiens)の
ように、安全な場所において成虫として越冬する
蚊も数種類ある。それらの蚊は厳しい寒さに対し
て弱いが、たとえ冬にその多くが死ぬとしても、多
くの昆虫と同様に晩夏までには多くの子孫を残す
だけの繁殖能力を持つ。
　いくつかの種類の蚊がウマを吸血し、皮膚の反
応から疾病の伝播までの様々な影響を与える。蚊
の唾液中に含まれるタンパク質は、刺した際に不
快感の原因となり、感受性の高い個体に皮膚反応
を引き起こす。キンイロヤブカ(Aedes vexans)は、
広範囲に生息している害虫であり、どのような水
溜りでも10～14日間で成虫になる。この蚊は、州
のいくつかの場所において重大で慢性的な問題を
引き起こし、毎年数世代にわたって繁殖する。メス
の蚊は、日中に草むらに潜み、夕暮れから日没後に
活発に刺す。数週間は生存し、その間に数マイルも
の距離を移動することがある。夜間にこれらの蚊
が多数吸血することにより、牧草地にいるウマに
皮膚炎や掻痒感を起こす。
　吸血特性、ウイルスの維持能や感染能、吸血時の
宿主嗜好性が、どの種類の蚊が疾病のベクターと
なり得るかということに影響する。主に哺乳類を
吸血する種類の蚊がいる一方で、鳥類を吸血する
種類もいる。また、日和見的に吸血動物を選ぶ種類
もある。鳥類嗜好性の蚊(アカイエカ群)は、様々な
鳥類で東部ウマ脳炎、セントルイス脳炎、ウエスト
ナイルウイルスの感染環を維持できる。これらの
蚊のあるものは、初めに感染している鳥を吸血し、
ついで哺乳類を吸血し、いわゆるブリッジベク
ターとして役割を果たしている。
　米国中にウエストナイルウイルスが急速に拡
がったことで、ウマとヒトを守るためにベクター

である蚊の対策を早急に実施する必要があった。
蚊の対策には、発生源を減らす、網戸の設置、忌避
剤や殺虫剤の使用など、複数の方法が同時に行わ
れる。幸いにも、鳥類での免疫による選択圧、ワク
チンの開発と登録、蚊の対策などのいくつかの要
因により、ウマの年間症例数は2002年における
513例から2004年の8例に急速に減少した。2004
年以降、毎年数例が診断されているが、ワクチンが
発生を低く抑えるのに重要な役割を果たしてき
た。蚊の対策を含む適切な予防計画は、疾病対策に
重要である。
　ジカウイルスやネッタイシマカ(Aedes aegypti)
は、この数週間においてマスコミに大きく取り上
げられてきた。ネッタイシマカは本来ケンタッ
キー州に生息する蚊ではなく、ジカウイルスがウ
マに病気を起こすという証拠はない。しかしなが
ら、ヒトの健康に関しては問題となっている。この
蚊の幼虫は、ごく少量の容器あるいは自然にでき
た水溜り（わずか1/4インチ（約0.6 cm）の深さ）で
も成長できる。ネッタイシマカは日中に活動し、な
かでも最も活発なのは早朝と夕方である。通常、
ネッタイシマカは繁殖地から100～300ヤード

（約90～275 m）しか移動しない。よって、繁殖地
を減少させることは、この蚊の対策として重要な
方法となる。DEETなどの忌避剤は、この蚊が最も
多く発生する8月下旬に、ヒトが蚊に刺されない
ように防護するのに非常に効果的である。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　読んだこと、聞いたこと、見たことのすべてを鵜
呑みにすることはできない。
　従来にも増して、批判的思考法は重要となって
おり、誤った情報や誤解を与える情報に我々が曝
されていることに私は絶えず驚かされる。
　誇張された表現に対して、常に警戒しなければ
ならない。
　ジカウイルスが米国においてマスコミに大きく
取り上げられた際に、「専門家」が全国ニュースに
おいて「北米にこの疾病を侵入させないためには、
蚊を駆除するしか方法はない」と発言した。彼は冗
談を言っていたわけではない。
　1999年後半の報道をオンラインで見直してみ
れば、蚊の駆除のための殺虫剤散布の大規模キャ
ンペーンの成果により、ウエストナイルウイルス
が2000年夏に新たに戻ってくることはないから
市民は心配する必要はないという、公衆衛生当局
による安心宣言を見つけることができる。その
キャンペーンにいったいどんな効果があったこと
か。
　蚊は回復能力が高く、繁殖率が高いため、蚊媒介
性の疾病をコントロールするのは難しい。ジカウ
イルスがウマに病原性を有する証拠がない一方
で、ウエストナイルウイルスなどの他の蚊媒介性
のウイルス感染症は、効果的なワクチンを用いる
ことができ、また毎年のようにウマのオーナーに
蚊の防除に関する注意喚起を行っているにも関わ
らず、年間何百頭のウマに疾病を引き起こす。
　もっと広く目を向けてみれば…
　米国のニュース雑誌Sundayの最近の増刊号に、
もし心肺蘇生（CPR）を他者に行った場合、どの州
においても「善きサマリア人の法」（訳注：「災難に
遭ったり急病になったりした人など（窮地の人）を
救うために無償で善意の行動をとった場合、良識

的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われな
い」という趣旨の法）が人々を損害賠償から守る、
という記事が載っていた。記事はまた、心肺蘇生を
試みたことで訴えられることはないとも記載し
た。いずれも大間違いである。例えば、ケンタッ
キー州法であれば、心肺蘇生を試みる者の誰も守
らず、弁護士は何についても訴えることができる。
心肺蘇生の方法を学び、そして自分自身の州にお
ける法律や損害賠償保険について知るべきであ
る。
　獣医の「専門医」とは？
　私は、広告主の獣医師を、（例えば）「馬スポーツ
医学の専門医（specialist）」として過大に宣伝する
数々のウェブサイトを見てきた。米国獣医師会に
よると、「獣医分野での専門医とは、獣医学の特定
分野における追加研修を修了し、専門知識と技能
の評価試験に合格した」獣医師のことである。「認
定医（diplomate）」という資格を得るための厳格な
研修を考えれば、獣医の専門医はほぼ必ず、学歴に

「認定医」であることを記載している。例えば、米国
獣医外科学会（ACVS）認定医、米国臨床獣医師認定
委員会（ABVP）の認定医(馬)、などである。「専門
医」という用語には、追加の教育や訓練、厳しい試
験、継続した教育などの意味が含まれる。優れた技
術を持った獣医師の多くが、主に競技用馬の臨床
に携わっている。しかし、もし彼らが委員会による
認定を受けていなければ、「専門医」ではない。
　認証（certification）」はどうであろか。名刺ある
いはウェブサイトに、個人名に続いて、認証や肩書
きのリストを誇らしげに記載している者がいる。
しかし、それらは正式に認められていて、高度で特
別な教育あるいは経験として意味があるのか？あ
るいは、単純にその者は代金を支払って週末にほ
んの少し表面的に学び、その結果として「認証」を

与えられたに過ぎないのではないだろうか？どの
ような研修、試験や「認証」が実際に含まれていた
のか判断するには、その組織をオンラインで検索
してみると良い。驚くことになるかもしれない。 
読んだこと、見たこと、そして聞いたことをじっく
りと評価して欲しい。疑問を持って欲しい。思い込
みを無くそう。もし話がうますぎると思うのであ
れば、おそらくそのとおりである（しかし、いずれ
にせよ、よく見抜いて欲しい）。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
国際情報
2015年第4四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターならびに米国ケンタッキー州レキ
シントンにある米国馬術連盟（USEF）の馬疾病情
報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。
　水胞性口炎は今期も発生が広がり、米国では
134施設でウイルスが確認され、さらにウイルス
学的な確認はされていないが臨床的に本症と診断
された施設が485ヶ所あった。いずれの発生も、ウ
イルスの血清型はニュージャージー型であった。
新たな発生がアリゾナ州、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州において
診断された。なかでも症例数が最も増加したのは、
コロラド州およびワイオミング州であった。
　インフルエンザが、イギリスおよび米国で報告
された。イギリスでは、4つの施設で散発的に発生
し、そのほとんどはワクチン未接種馬における発
生だった。イギリスにおける5番目の施設では5例
が発生し、その全てがアンダルシアン種であった。
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、フロリダ州、ケンタッキー州、ミシガン
州、オハイオ州、オレゴン州およびテキサス州で感

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、
EHV-4）に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、日本、イギリスおよび米国で発生した。
EHV-1に起因する呼吸器疾患がフランス（単発症
例）、アイルランド（7例）および米国（いくつかの
州でウイルス活動を記録）で確認された。EHV-1に
起因する流産が、日本（7施設でワクチン接種済み
牝馬8例）、イギリス（サラブレッド種2例）および
米国（3例）で発生した。EHV-1による脊髄脳症が米
国で2件発生し、そのいずれもペンシルベニア州
であった。そのうち1件は競馬場、もう1件は乗馬
苑で発生した。乗馬苑における発生では、3例が死
亡した。EHV-4による呼吸器疾患がフランスおよ
びドイツで発生した。フランスでは19件の発生が
確認され、そのほとんどはフレンチトロッター種
だった。ドイツでは、3施設でそれぞれ1例発生し
た。EHV-2および／あるいはEHV-5感染が、米国に
おいて少数例診断された。
　馬媾疹（EHV-3）が米国で1例確認された。
　腺疫がオーストラリア（24件で48例）フランス

（11件）、ドイツ（3施設でそれぞれ1例）、アイルラ
ンド（3地域で20例）、スイス（1件）、アラブ首長国
連邦（2施設で8例）および米国（風土病：7州で17
件）において発生した。
　カナダでは、馬伝染性貧血を13例確認した。ブ
リティッシュコロンビア州（2施設）、アルバータ
州（3施設）およびサスカチュワン州（2施設）の7施
設で発生し、いずれも疫学的に関連していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス（風土病）およびス
イス（輸入馬でBabesia caballiとTheileria equiの混
合感染）で確認された。
　サルモネラ症が米国で発生し、サルモネラB群お
よびC1群が関与していた。米国のいくつかの州に
おいて、Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症
を多数確認した。ケンタッキー州では、Clostridium 
perfringens 毒素型A型菌によるクロストリジウム
性腸炎が1例確認された。
　フランスおよび米国では、レプトスピラによる
流産が発生した。フランスでは1例、米国ではケン
タッキー州において12例が診断された。
　米国では、合計23例の東部馬脳炎（EEE）が発生

し、なかでもフロリダ州、テキサス州およびジョー
ジア州において最も多く発生した。フランスおよ
び米国で、ウエストナイル脳炎の発生が報告され
た。フランスでは、34件で合計45例が診断された。
米国では160例が確認され、そのほとんどはテキ
サス州、ワシントン州、ミズーリ州およびカリフォ
ルニア州における発生だった。
　2015年第3四半期において、ヘンドラウイルス
感染症がオーストラリアのクイーンズランド州で
１例報告された。

ウマヘルペスウイルスによる眼疾患
　ヘルペスウイルスは自然界に広く分布してお
り、ウマ獣医療では呼吸器、生殖器、そして神経系
疾患を引き起こすことが知られている。これらウ
イルスの最も重要な生物学的特性は、その潜伏す
る能力である。潜伏したウイルスの再活性化が起
こると、ウイルスは複製し細胞から放出され、疾病
を起こす。再活性化の正確なメカニズムは解明さ
れていないが、運動、妊娠、管理の変化あるいは併
発症などのストレス要因が引き金となっていると
考えられている。これまで、眼疾患に関与している
ウマヘルペスウイルスは、EHV-2とEHV-1とされ
てきた。
　EHV-2は、ウマにおけるウイルス性角膜炎の推
定される主な原因とされてきた。それにも関わら
ず、罹患馬の角膜や結膜の掻爬検体からのウイル
スの検出には一貫性がなく、しばしば無症状のウ
マからも検出されてきた。さらにEHV-5との重感
染が、眼疾患だけでなく呼吸器疾患でも通常よく
認められ、特定のウイルスを疾患の原因であると
明らかにすることを困難にしている。EHV-2が眼
疾患の原因であるという証拠は、子馬の角結膜炎、
結膜炎あるいは角膜浮腫の流行や単発症例からウ
イルス分離に成功したいくつかの報告に基づく。
しかしながら、そうした報告があるにもかかわら
ず、EHV-2が病原体かどうかについては未だ議論
の余地がある。他のウイルスによる病因とは対照
的に、ヘルペス性角膜炎は通常、全身性疾患に随伴
して起こらない。臨床的に、罹患馬には散在性、多
発性の上皮下における点状混濁が認められ、フル
オレセインによる染色には差があるが、通常ロー

ズベンガルでは染色される。混濁とともに表層に
血管新生がみられ、眼に持続性ないし中程度の疼
痛を認め、回帰性ブドウ膜炎を続発することがあ
る。上皮の病変が角膜実質へ続く場合は、病変のウ
イルスが広がった結果、あるいは実質内でウイル
スが増殖していると考えられる。角膜や結膜の掻
爬検体でウイルスの存在を証明することは難し
く、検体採取時に損傷部位にウイルス封入体を認
めることはほとんどない。ウイルスDNAの検出に
は、PCR法がより信頼できる方法である。しかしな
がら、ヘルペスウイルスのDNAの存在だけでは確
定診断できない。ヒトやネコのヘルペスウイルス
性眼疾患とは対照的に、ウマの角膜病変は抗ウイ
ルス剤により速やかに改善し、あるいは自然に治
癒する。もしヘルペスウイルスの関与が強く疑わ
れ、さらにPCR法で確認された場合、抗ウイルス剤
による局所治療がしばしば推奨される。ガンシク
ロビル軟膏とコルチコステロイド剤を併用した局
所治療が最適な治療法として推奨されてきた。
　脈絡網膜の病変については、いくつかの研究に
おけるEHV-1の感染実験で報告されてきた。単眼
あるいは両眼性に、中心に色素沈着し周囲が抜け
たドーナツ型の単一あるいは多巣性の病変が、眼
底の非タペタム領域に、感染数週間後に観察され
る。このタイプの病変の原因として、覆っている網
膜色素上皮の死による脈絡網膜の虚血性傷害が最
も可能性が高いと考えられる。これらの所見は、視
力に影響しないと思われるが、特に過去の病歴が
不明な場合には、購買前検査期間の主要な関心事
項の一つである。
　脈絡網膜炎におけるEHV-1の役割を支持する充
分な根拠があるにも関わらず、いずれのウマヘル
ペスウイルスにおいても、眼疾患への関与につい
ては議論の余地が残る。

連絡先：
Sonia Gonzalez-Medina, Ldo Vet, CertAVP(EM), 
MRCVS 
44-2032148025 (Ext. 4025) 
Royal Veterinary College 
London, United Kingdom
 

東部ウマ脳炎
　東部ウマ脳炎（EEE）は、メキシコ湾および大西
洋沿岸州、五大湖周辺地域のウマにとって、毎年の
ように脅威となっている疾患である。症例の発生
は、北はカナダから、アイオワ州、アーカンソー州
およびケンタッキー州などの内陸部の州でも時々
報告されている。病原体は、東部ウマ脳炎ウイルス

（EEEV）であり、鳴禽類（訳注：songbird、スズメ目
スズメ亜目の鳥類の別称として用いられる）と蚊
から成る感染環で静かに維持される。Culiseta 
melanura（訳注：ハボシカ属の一種）の吸血は鳥類
嗜好性で、広葉樹林の淡水の沼地帯に生息し、そこ
で営巣している鳴禽類にEEEVを伝播する。羽化し
た蚊は、感染した鳥を吸血することによりウイル
スを獲得する。C. melanuraの分布域が、EEEV感染
症の西への拡大を制限している。
　鳴禽類はEEEVに感染しても発症しないが、他の
鳥類、ウマあるいはヒトへ伝播すると発症するこ
とがある。哺乳類宿主へのEEEVの伝播は、ヤブカ
属のようにより吸血嗜好性が広い蚊が関与してい
る。温暖な地方では、ウマのEEE症例は、夏から秋
に季節性に発生し、より涼しい時期の発生はまれ
で、冬期の発生はない。フロリダのような亜熱帯地
方では、EEE伝播のリスクは通年認められ、夏が
ピークである。ウマとヒトは、蚊へのウイルス伝播
に十分な程度のウイルス血症を起こさず、自然界
でのEEEVの感染環の一部には含まれない。そのた
めウマとヒトは、終末宿主と考えられている。
　ウマ科動物が蚊に刺されて感染した場合、5～
15日で臨床症状が発現する。ウマ、ラバまたはロ
バのEEEV感染症は重症化しやすく、発症馬の90%
は生存できない。臨床症状は、発熱および／あるい
は反応の鈍化（以前に本症は「眠り病（sleeping 
sickness）」と呼ばれていた）から失明、運動失調、
頭部の押し付け、起立不能、発作、そして死に至る
ことがある。急性期の発熱時の体温は非常に高い
場合がある（時に40.6～41.1度）。
　EEEの臨床症状は、ウエストナイル脳炎または
ウマヘルペスウイルス1型による脊髄脳症などと
重なるため、検査室での確定診断が重要である。臨
床症状、発生に適した環境および予防接種歴の不
備などに加え、IgM捕捉ELISAによる血清学的検査

が陽性であった場合、EEEが強く疑われる。死亡あ
るいは安楽殺されたウマでは、脳組織からのPCR
法によるEEEV遺伝子の検出やウイルス分離、ある
いは脳組織標本の特異的染色によって、確定診断
ができる。
　すぐに入手できる効果的なUSDA認可ワクチン
があるにもかかわらず、毎年のように北米のウマ
はEEEの犠牲となっている。米国馬臨床獣医師協
会（AAEP）は、EEEワクチンを重要な予防接種と位
置づけ、ウマの年齢や地域など特定リスクに基づ
くガイドラインを出している。EEEワクチンは不
活化ワクチンのため、子馬の防御免疫獲得のため
には、2回ないし3回の基礎接種が必要である。
　2014年には、15州で合計136例のEEE発症馬が
報告された。USDA動植物検疫所（APHIS）獣医部

（VS）は、米国疾病管理予防センター（CDC）や州の
家畜衛生および公衆衛生の防疫官と協力し、ウマ
のEEE症例に関する情報を交換し、各州における
ウマの発症例を確認している。CDCは、ヒトや動物
におけるEEEを含むアルボウイルスの活動を追
跡、報告するために使用している、電子的サーベイ
ランスおよび報告システムであるArboNETを用い
て、EEE症例情報を収集している。ウイルスの流行
期に、APHIS獣医部は、ウマのアルボウイルス症例
の情報を州の家畜防疫官に周知するとともに、確
定症例数をUSDAの馬伝染性貧血情報ウェブサイ
ト (http://www.aphis.usda. gov/animal-health/equine-health)
上で公表している。

連絡先：
Eileen N. Ostlund 
eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov
(515) 337-7551 
National Veterinary Services Laboratories 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Ames, Iowa

および

Rebecca Jones 
rebecca.d.jones@aphis.usda.gov
(970) 494-7196 

Surveillance Design and Analysis Center for 
Epidemiology and Animal Health 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Fort Collins, Colorado 

症候群サーベイランスおよび空間疫学
　 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス（ s y n d r o m i c  
surveillance）とは、疾病発生の調査において、疫学
研究者にリアルタイムの分析とフィードバックを
提供するために、既存の健康に関するデータを用
いることである。空間疫学（spatial epidemiology）
とは、疾病の分布と健康状態に関する研究をする
健康地理学の一分野である。両方法を利用するこ
とにより、相関研究に用いる疾病の地理的マッピ
ングや、疾病のかたまりの検出（例えば、特定の疾
病あるいは症候群が、空間的、時間的に非常に近接
して通常とは異なる高い頻度で発生している状
況）が、可能となる。これらの手法は、医学あるいは
獣医学において、疾病の発生やバイオテロをより
早期に発見するために用いられる。
　過去10年間に、ケンタッキー大学獣医診断研究
所（UK VDL）は疫学部門を設立し、動物の健康を監
視する、多角的なサーベイランス・報告および警報
システムを立ち上げた。UK VDLは、独自の症候群
性事象のシミュレーターを使用して、疾病発生の
早期の予測とモデル作成のためにケンタッキー州
の動物の健康を監視し、そのために検査結果や症
候群性の事象（例えば流産、呼吸器疾患、死亡数）を
用いている。このシミュレーターは、日々発生する
症候群性の事象を監視し、直近29日間のデータと
合わせて「30日間の可動ウインドウ」を作成する。
次にこれらのデータは、過去5年間の中の同一期
間枠のデータ（例えば、時間と場所を指定した平常
時の疾病発生率）と比較される。この数学的な手法
によって、我々はある特定事象の発生が統計学的
に増加しているかどうかを計算することができ
る。いかなるデータも疾病の増加を示す場合には、
地図上に記入され、UK VDLの疫学研究者に対し
て、疾病が集団発生している可能性があることを
警告する。本プログラムによって集団発生の可能
性が示唆される場合、疫学部門によって調査、確認
される。疾病あるいは死亡数の増加が確認される

と、UK VDLは、ケンタッキー州の獣医師および当
局に対して注意喚起をする。　
　サーベイランスだけではなく、UK VDLは剖検症
例および検査データを利用して、ケンタッキー州
の動物健康地図を作製し、我々のウェブサイト
vdl.uky.eduにおいて公表している。利用者は、ケン
タッキー州のどの郡でもクリック一つで、先月に
どのような疾病が診断されたかを見ることができ
る。ある郡の情報が無いということは、その郡につ
いてはUK VDLにおいて何も診断されなかったこ
とを意味する。地図は、疾病が診断された所有者あ
るいは具体的な場所を特定するものではなく、従
事した獣医師が存在する郡のみを示す。このこと
により、クライアントに対する守秘義務が果たさ
れ、同時に利用者に対して、自分たちの地域で疾病
が確認されたという情報を提供することができ、
防疫対策が遂行あるいは強化される。
　症候群サーベイランスおよび疫学を空間的に認
識する方法は、常に進化し、改善されている一方
で、これらの方法にはいくつかの課題もあること
に留意しなければならない。空間疫学は、その大部
分がデータ分析に基づいている。このため、データ
収集を常時行い、かつ正確でなければならない。現
在UK VDLが用いている症候群サーベイランスは、
この研究所のみで収集したデータに依存してい
る。獣医師や他の研究所からの野外データを包含
することによって、この重要なサーベイランス技
法はさらに強化されるのである。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith 
jsmit8@uky.edu
 (859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky 

ケンタッキー州の蚊
　ケンタッキー州には、様々な繁殖地と生存戦略
を持った50種類以上の蚊が生息する。その中に
は、大雨で一時的にできた水溜りで繁殖するもの
や、乾期にわずかに残った停滞水で繁殖するもの

もある。
　ケンタッキー州に生息する蚊の多くは、凍結に
対して抵抗力のある卵で越冬し、長期に亘って厳
しい環境下で生存できる。イエカ(Culex pipiens)の
ように、安全な場所において成虫として越冬する
蚊も数種類ある。それらの蚊は厳しい寒さに対し
て弱いが、たとえ冬にその多くが死ぬとしても、多
くの昆虫と同様に晩夏までには多くの子孫を残す
だけの繁殖能力を持つ。
　いくつかの種類の蚊がウマを吸血し、皮膚の反
応から疾病の伝播までの様々な影響を与える。蚊
の唾液中に含まれるタンパク質は、刺した際に不
快感の原因となり、感受性の高い個体に皮膚反応
を引き起こす。キンイロヤブカ(Aedes vexans)は、
広範囲に生息している害虫であり、どのような水
溜りでも10～14日間で成虫になる。この蚊は、州
のいくつかの場所において重大で慢性的な問題を
引き起こし、毎年数世代にわたって繁殖する。メス
の蚊は、日中に草むらに潜み、夕暮れから日没後に
活発に刺す。数週間は生存し、その間に数マイルも
の距離を移動することがある。夜間にこれらの蚊
が多数吸血することにより、牧草地にいるウマに
皮膚炎や掻痒感を起こす。
　吸血特性、ウイルスの維持能や感染能、吸血時の
宿主嗜好性が、どの種類の蚊が疾病のベクターと
なり得るかということに影響する。主に哺乳類を
吸血する種類の蚊がいる一方で、鳥類を吸血する
種類もいる。また、日和見的に吸血動物を選ぶ種類
もある。鳥類嗜好性の蚊(アカイエカ群)は、様々な
鳥類で東部ウマ脳炎、セントルイス脳炎、ウエスト
ナイルウイルスの感染環を維持できる。これらの
蚊のあるものは、初めに感染している鳥を吸血し、
ついで哺乳類を吸血し、いわゆるブリッジベク
ターとして役割を果たしている。
　米国中にウエストナイルウイルスが急速に拡
がったことで、ウマとヒトを守るためにベクター

である蚊の対策を早急に実施する必要があった。
蚊の対策には、発生源を減らす、網戸の設置、忌避
剤や殺虫剤の使用など、複数の方法が同時に行わ
れる。幸いにも、鳥類での免疫による選択圧、ワク
チンの開発と登録、蚊の対策などのいくつかの要
因により、ウマの年間症例数は2002年における
513例から2004年の8例に急速に減少した。2004
年以降、毎年数例が診断されているが、ワクチンが
発生を低く抑えるのに重要な役割を果たしてき
た。蚊の対策を含む適切な予防計画は、疾病対策に
重要である。
　ジカウイルスやネッタイシマカ(Aedes aegypti)
は、この数週間においてマスコミに大きく取り上
げられてきた。ネッタイシマカは本来ケンタッ
キー州に生息する蚊ではなく、ジカウイルスがウ
マに病気を起こすという証拠はない。しかしなが
ら、ヒトの健康に関しては問題となっている。この
蚊の幼虫は、ごく少量の容器あるいは自然にでき
た水溜り（わずか1/4インチ（約0.6 cm）の深さ）で
も成長できる。ネッタイシマカは日中に活動し、な
かでも最も活発なのは早朝と夕方である。通常、
ネッタイシマカは繁殖地から100～300ヤード

（約90～275 m）しか移動しない。よって、繁殖地
を減少させることは、この蚊の対策として重要な
方法となる。DEETなどの忌避剤は、この蚊が最も
多く発生する8月下旬に、ヒトが蚊に刺されない
ように防護するのに非常に効果的である。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　読んだこと、聞いたこと、見たことのすべてを鵜
呑みにすることはできない。
　従来にも増して、批判的思考法は重要となって
おり、誤った情報や誤解を与える情報に我々が曝
されていることに私は絶えず驚かされる。
　誇張された表現に対して、常に警戒しなければ
ならない。
　ジカウイルスが米国においてマスコミに大きく
取り上げられた際に、「専門家」が全国ニュースに
おいて「北米にこの疾病を侵入させないためには、
蚊を駆除するしか方法はない」と発言した。彼は冗
談を言っていたわけではない。
　1999年後半の報道をオンラインで見直してみ
れば、蚊の駆除のための殺虫剤散布の大規模キャ
ンペーンの成果により、ウエストナイルウイルス
が2000年夏に新たに戻ってくることはないから
市民は心配する必要はないという、公衆衛生当局
による安心宣言を見つけることができる。その
キャンペーンにいったいどんな効果があったこと
か。
　蚊は回復能力が高く、繁殖率が高いため、蚊媒介
性の疾病をコントロールするのは難しい。ジカウ
イルスがウマに病原性を有する証拠がない一方
で、ウエストナイルウイルスなどの他の蚊媒介性
のウイルス感染症は、効果的なワクチンを用いる
ことができ、また毎年のようにウマのオーナーに
蚊の防除に関する注意喚起を行っているにも関わ
らず、年間何百頭のウマに疾病を引き起こす。
　もっと広く目を向けてみれば…
　米国のニュース雑誌Sundayの最近の増刊号に、
もし心肺蘇生（CPR）を他者に行った場合、どの州
においても「善きサマリア人の法」（訳注：「災難に
遭ったり急病になったりした人など（窮地の人）を
救うために無償で善意の行動をとった場合、良識

的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われな
い」という趣旨の法）が人々を損害賠償から守る、
という記事が載っていた。記事はまた、心肺蘇生を
試みたことで訴えられることはないとも記載し
た。いずれも大間違いである。例えば、ケンタッ
キー州法であれば、心肺蘇生を試みる者の誰も守
らず、弁護士は何についても訴えることができる。
心肺蘇生の方法を学び、そして自分自身の州にお
ける法律や損害賠償保険について知るべきであ
る。
　獣医の「専門医」とは？
　私は、広告主の獣医師を、（例えば）「馬スポーツ
医学の専門医（specialist）」として過大に宣伝する
数々のウェブサイトを見てきた。米国獣医師会に
よると、「獣医分野での専門医とは、獣医学の特定
分野における追加研修を修了し、専門知識と技能
の評価試験に合格した」獣医師のことである。「認
定医（diplomate）」という資格を得るための厳格な
研修を考えれば、獣医の専門医はほぼ必ず、学歴に

「認定医」であることを記載している。例えば、米国
獣医外科学会（ACVS）認定医、米国臨床獣医師認定
委員会（ABVP）の認定医(馬)、などである。「専門
医」という用語には、追加の教育や訓練、厳しい試
験、継続した教育などの意味が含まれる。優れた技
術を持った獣医師の多くが、主に競技用馬の臨床
に携わっている。しかし、もし彼らが委員会による
認定を受けていなければ、「専門医」ではない。
　認証（certification）」はどうであろか。名刺ある
いはウェブサイトに、個人名に続いて、認証や肩書
きのリストを誇らしげに記載している者がいる。
しかし、それらは正式に認められていて、高度で特
別な教育あるいは経験として意味があるのか？あ
るいは、単純にその者は代金を支払って週末にほ
んの少し表面的に学び、その結果として「認証」を

与えられたに過ぎないのではないだろうか？どの
ような研修、試験や「認証」が実際に含まれていた
のか判断するには、その組織をオンラインで検索
してみると良い。驚くことになるかもしれない。 
読んだこと、見たこと、そして聞いたことをじっく
りと評価して欲しい。疑問を持って欲しい。思い込
みを無くそう。もし話がうますぎると思うのであ
れば、おそらくそのとおりである（しかし、いずれ
にせよ、よく見抜いて欲しい）。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
国際情報
2015年第4四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターならびに米国ケンタッキー州レキ
シントンにある米国馬術連盟（USEF）の馬疾病情
報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。
　水胞性口炎は今期も発生が広がり、米国では
134施設でウイルスが確認され、さらにウイルス
学的な確認はされていないが臨床的に本症と診断
された施設が485ヶ所あった。いずれの発生も、ウ
イルスの血清型はニュージャージー型であった。
新たな発生がアリゾナ州、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州において
診断された。なかでも症例数が最も増加したのは、
コロラド州およびワイオミング州であった。
　インフルエンザが、イギリスおよび米国で報告
された。イギリスでは、4つの施設で散発的に発生
し、そのほとんどはワクチン未接種馬における発
生だった。イギリスにおける5番目の施設では5例
が発生し、その全てがアンダルシアン種であった。
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、フロリダ州、ケンタッキー州、ミシガン
州、オハイオ州、オレゴン州およびテキサス州で感

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、
EHV-4）に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、日本、イギリスおよび米国で発生した。
EHV-1に起因する呼吸器疾患がフランス（単発症
例）、アイルランド（7例）および米国（いくつかの
州でウイルス活動を記録）で確認された。EHV-1に
起因する流産が、日本（7施設でワクチン接種済み
牝馬8例）、イギリス（サラブレッド種2例）および
米国（3例）で発生した。EHV-1による脊髄脳症が米
国で2件発生し、そのいずれもペンシルベニア州
であった。そのうち1件は競馬場、もう1件は乗馬
苑で発生した。乗馬苑における発生では、3例が死
亡した。EHV-4による呼吸器疾患がフランスおよ
びドイツで発生した。フランスでは19件の発生が
確認され、そのほとんどはフレンチトロッター種
だった。ドイツでは、3施設でそれぞれ1例発生し
た。EHV-2および／あるいはEHV-5感染が、米国に
おいて少数例診断された。
　馬媾疹（EHV-3）が米国で1例確認された。
　腺疫がオーストラリア（24件で48例）フランス

（11件）、ドイツ（3施設でそれぞれ1例）、アイルラ
ンド（3地域で20例）、スイス（1件）、アラブ首長国
連邦（2施設で8例）および米国（風土病：7州で17
件）において発生した。
　カナダでは、馬伝染性貧血を13例確認した。ブ
リティッシュコロンビア州（2施設）、アルバータ
州（3施設）およびサスカチュワン州（2施設）の7施
設で発生し、いずれも疫学的に関連していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス（風土病）およびス
イス（輸入馬でBabesia caballiとTheileria equiの混
合感染）で確認された。
　サルモネラ症が米国で発生し、サルモネラB群お
よびC1群が関与していた。米国のいくつかの州に
おいて、Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症
を多数確認した。ケンタッキー州では、Clostridium 
perfringens 毒素型A型菌によるクロストリジウム
性腸炎が1例確認された。
　フランスおよび米国では、レプトスピラによる
流産が発生した。フランスでは1例、米国ではケン
タッキー州において12例が診断された。
　米国では、合計23例の東部馬脳炎（EEE）が発生

し、なかでもフロリダ州、テキサス州およびジョー
ジア州において最も多く発生した。フランスおよ
び米国で、ウエストナイル脳炎の発生が報告され
た。フランスでは、34件で合計45例が診断された。
米国では160例が確認され、そのほとんどはテキ
サス州、ワシントン州、ミズーリ州およびカリフォ
ルニア州における発生だった。
　2015年第3四半期において、ヘンドラウイルス
感染症がオーストラリアのクイーンズランド州で
１例報告された。

ウマヘルペスウイルスによる眼疾患
　ヘルペスウイルスは自然界に広く分布してお
り、ウマ獣医療では呼吸器、生殖器、そして神経系
疾患を引き起こすことが知られている。これらウ
イルスの最も重要な生物学的特性は、その潜伏す
る能力である。潜伏したウイルスの再活性化が起
こると、ウイルスは複製し細胞から放出され、疾病
を起こす。再活性化の正確なメカニズムは解明さ
れていないが、運動、妊娠、管理の変化あるいは併
発症などのストレス要因が引き金となっていると
考えられている。これまで、眼疾患に関与している
ウマヘルペスウイルスは、EHV-2とEHV-1とされ
てきた。
　EHV-2は、ウマにおけるウイルス性角膜炎の推
定される主な原因とされてきた。それにも関わら
ず、罹患馬の角膜や結膜の掻爬検体からのウイル
スの検出には一貫性がなく、しばしば無症状のウ
マからも検出されてきた。さらにEHV-5との重感
染が、眼疾患だけでなく呼吸器疾患でも通常よく
認められ、特定のウイルスを疾患の原因であると
明らかにすることを困難にしている。EHV-2が眼
疾患の原因であるという証拠は、子馬の角結膜炎、
結膜炎あるいは角膜浮腫の流行や単発症例からウ
イルス分離に成功したいくつかの報告に基づく。
しかしながら、そうした報告があるにもかかわら
ず、EHV-2が病原体かどうかについては未だ議論
の余地がある。他のウイルスによる病因とは対照
的に、ヘルペス性角膜炎は通常、全身性疾患に随伴
して起こらない。臨床的に、罹患馬には散在性、多
発性の上皮下における点状混濁が認められ、フル
オレセインによる染色には差があるが、通常ロー

ズベンガルでは染色される。混濁とともに表層に
血管新生がみられ、眼に持続性ないし中程度の疼
痛を認め、回帰性ブドウ膜炎を続発することがあ
る。上皮の病変が角膜実質へ続く場合は、病変のウ
イルスが広がった結果、あるいは実質内でウイル
スが増殖していると考えられる。角膜や結膜の掻
爬検体でウイルスの存在を証明することは難し
く、検体採取時に損傷部位にウイルス封入体を認
めることはほとんどない。ウイルスDNAの検出に
は、PCR法がより信頼できる方法である。しかしな
がら、ヘルペスウイルスのDNAの存在だけでは確
定診断できない。ヒトやネコのヘルペスウイルス
性眼疾患とは対照的に、ウマの角膜病変は抗ウイ
ルス剤により速やかに改善し、あるいは自然に治
癒する。もしヘルペスウイルスの関与が強く疑わ
れ、さらにPCR法で確認された場合、抗ウイルス剤
による局所治療がしばしば推奨される。ガンシク
ロビル軟膏とコルチコステロイド剤を併用した局
所治療が最適な治療法として推奨されてきた。
　脈絡網膜の病変については、いくつかの研究に
おけるEHV-1の感染実験で報告されてきた。単眼
あるいは両眼性に、中心に色素沈着し周囲が抜け
たドーナツ型の単一あるいは多巣性の病変が、眼
底の非タペタム領域に、感染数週間後に観察され
る。このタイプの病変の原因として、覆っている網
膜色素上皮の死による脈絡網膜の虚血性傷害が最
も可能性が高いと考えられる。これらの所見は、視
力に影響しないと思われるが、特に過去の病歴が
不明な場合には、購買前検査期間の主要な関心事
項の一つである。
　脈絡網膜炎におけるEHV-1の役割を支持する充
分な根拠があるにも関わらず、いずれのウマヘル
ペスウイルスにおいても、眼疾患への関与につい
ては議論の余地が残る。

連絡先：
Sonia Gonzalez-Medina, Ldo Vet, CertAVP(EM), 
MRCVS 
44-2032148025 (Ext. 4025) 
Royal Veterinary College 
London, United Kingdom
 

東部ウマ脳炎
　東部ウマ脳炎（EEE）は、メキシコ湾および大西
洋沿岸州、五大湖周辺地域のウマにとって、毎年の
ように脅威となっている疾患である。症例の発生
は、北はカナダから、アイオワ州、アーカンソー州
およびケンタッキー州などの内陸部の州でも時々
報告されている。病原体は、東部ウマ脳炎ウイルス

（EEEV）であり、鳴禽類（訳注：songbird、スズメ目
スズメ亜目の鳥類の別称として用いられる）と蚊
から成る感染環で静かに維持される。Culiseta 
melanura（訳注：ハボシカ属の一種）の吸血は鳥類
嗜好性で、広葉樹林の淡水の沼地帯に生息し、そこ
で営巣している鳴禽類にEEEVを伝播する。羽化し
た蚊は、感染した鳥を吸血することによりウイル
スを獲得する。C. melanuraの分布域が、EEEV感染
症の西への拡大を制限している。
　鳴禽類はEEEVに感染しても発症しないが、他の
鳥類、ウマあるいはヒトへ伝播すると発症するこ
とがある。哺乳類宿主へのEEEVの伝播は、ヤブカ
属のようにより吸血嗜好性が広い蚊が関与してい
る。温暖な地方では、ウマのEEE症例は、夏から秋
に季節性に発生し、より涼しい時期の発生はまれ
で、冬期の発生はない。フロリダのような亜熱帯地
方では、EEE伝播のリスクは通年認められ、夏が
ピークである。ウマとヒトは、蚊へのウイルス伝播
に十分な程度のウイルス血症を起こさず、自然界
でのEEEVの感染環の一部には含まれない。そのた
めウマとヒトは、終末宿主と考えられている。
　ウマ科動物が蚊に刺されて感染した場合、5～
15日で臨床症状が発現する。ウマ、ラバまたはロ
バのEEEV感染症は重症化しやすく、発症馬の90%
は生存できない。臨床症状は、発熱および／あるい
は反応の鈍化（以前に本症は「眠り病（sleeping 
sickness）」と呼ばれていた）から失明、運動失調、
頭部の押し付け、起立不能、発作、そして死に至る
ことがある。急性期の発熱時の体温は非常に高い
場合がある（時に40.6～41.1度）。
　EEEの臨床症状は、ウエストナイル脳炎または
ウマヘルペスウイルス1型による脊髄脳症などと
重なるため、検査室での確定診断が重要である。臨
床症状、発生に適した環境および予防接種歴の不
備などに加え、IgM捕捉ELISAによる血清学的検査

が陽性であった場合、EEEが強く疑われる。死亡あ
るいは安楽殺されたウマでは、脳組織からのPCR
法によるEEEV遺伝子の検出やウイルス分離、ある
いは脳組織標本の特異的染色によって、確定診断
ができる。
　すぐに入手できる効果的なUSDA認可ワクチン
があるにもかかわらず、毎年のように北米のウマ
はEEEの犠牲となっている。米国馬臨床獣医師協
会（AAEP）は、EEEワクチンを重要な予防接種と位
置づけ、ウマの年齢や地域など特定リスクに基づ
くガイドラインを出している。EEEワクチンは不
活化ワクチンのため、子馬の防御免疫獲得のため
には、2回ないし3回の基礎接種が必要である。
　2014年には、15州で合計136例のEEE発症馬が
報告された。USDA動植物検疫所（APHIS）獣医部

（VS）は、米国疾病管理予防センター（CDC）や州の
家畜衛生および公衆衛生の防疫官と協力し、ウマ
のEEE症例に関する情報を交換し、各州における
ウマの発症例を確認している。CDCは、ヒトや動物
におけるEEEを含むアルボウイルスの活動を追
跡、報告するために使用している、電子的サーベイ
ランスおよび報告システムであるArboNETを用い
て、EEE症例情報を収集している。ウイルスの流行
期に、APHIS獣医部は、ウマのアルボウイルス症例
の情報を州の家畜防疫官に周知するとともに、確
定症例数をUSDAの馬伝染性貧血情報ウェブサイ
ト (http://www.aphis.usda. gov/animal-health/equine-health)
上で公表している。

連絡先：
Eileen N. Ostlund 
eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov
(515) 337-7551 
National Veterinary Services Laboratories 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Ames, Iowa

および

Rebecca Jones 
rebecca.d.jones@aphis.usda.gov
(970) 494-7196 

Surveillance Design and Analysis Center for 
Epidemiology and Animal Health 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Fort Collins, Colorado 

症候群サーベイランスおよび空間疫学
　 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス（ s y n d r o m i c  
surveillance）とは、疾病発生の調査において、疫学
研究者にリアルタイムの分析とフィードバックを
提供するために、既存の健康に関するデータを用
いることである。空間疫学（spatial epidemiology）
とは、疾病の分布と健康状態に関する研究をする
健康地理学の一分野である。両方法を利用するこ
とにより、相関研究に用いる疾病の地理的マッピ
ングや、疾病のかたまりの検出（例えば、特定の疾
病あるいは症候群が、空間的、時間的に非常に近接
して通常とは異なる高い頻度で発生している状
況）が、可能となる。これらの手法は、医学あるいは
獣医学において、疾病の発生やバイオテロをより
早期に発見するために用いられる。
　過去10年間に、ケンタッキー大学獣医診断研究
所（UK VDL）は疫学部門を設立し、動物の健康を監
視する、多角的なサーベイランス・報告および警報
システムを立ち上げた。UK VDLは、独自の症候群
性事象のシミュレーターを使用して、疾病発生の
早期の予測とモデル作成のためにケンタッキー州
の動物の健康を監視し、そのために検査結果や症
候群性の事象（例えば流産、呼吸器疾患、死亡数）を
用いている。このシミュレーターは、日々発生する
症候群性の事象を監視し、直近29日間のデータと
合わせて「30日間の可動ウインドウ」を作成する。
次にこれらのデータは、過去5年間の中の同一期
間枠のデータ（例えば、時間と場所を指定した平常
時の疾病発生率）と比較される。この数学的な手法
によって、我々はある特定事象の発生が統計学的
に増加しているかどうかを計算することができ
る。いかなるデータも疾病の増加を示す場合には、
地図上に記入され、UK VDLの疫学研究者に対し
て、疾病が集団発生している可能性があることを
警告する。本プログラムによって集団発生の可能
性が示唆される場合、疫学部門によって調査、確認
される。疾病あるいは死亡数の増加が確認される

と、UK VDLは、ケンタッキー州の獣医師および当
局に対して注意喚起をする。　
　サーベイランスだけではなく、UK VDLは剖検症
例および検査データを利用して、ケンタッキー州
の動物健康地図を作製し、我々のウェブサイト
vdl.uky.eduにおいて公表している。利用者は、ケン
タッキー州のどの郡でもクリック一つで、先月に
どのような疾病が診断されたかを見ることができ
る。ある郡の情報が無いということは、その郡につ
いてはUK VDLにおいて何も診断されなかったこ
とを意味する。地図は、疾病が診断された所有者あ
るいは具体的な場所を特定するものではなく、従
事した獣医師が存在する郡のみを示す。このこと
により、クライアントに対する守秘義務が果たさ
れ、同時に利用者に対して、自分たちの地域で疾病
が確認されたという情報を提供することができ、
防疫対策が遂行あるいは強化される。
　症候群サーベイランスおよび疫学を空間的に認
識する方法は、常に進化し、改善されている一方
で、これらの方法にはいくつかの課題もあること
に留意しなければならない。空間疫学は、その大部
分がデータ分析に基づいている。このため、データ
収集を常時行い、かつ正確でなければならない。現
在UK VDLが用いている症候群サーベイランスは、
この研究所のみで収集したデータに依存してい
る。獣医師や他の研究所からの野外データを包含
することによって、この重要なサーベイランス技
法はさらに強化されるのである。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith 
jsmit8@uky.edu
 (859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky 

ケンタッキー州の蚊
　ケンタッキー州には、様々な繁殖地と生存戦略
を持った50種類以上の蚊が生息する。その中に
は、大雨で一時的にできた水溜りで繁殖するもの
や、乾期にわずかに残った停滞水で繁殖するもの

もある。
　ケンタッキー州に生息する蚊の多くは、凍結に
対して抵抗力のある卵で越冬し、長期に亘って厳
しい環境下で生存できる。イエカ(Culex pipiens)の
ように、安全な場所において成虫として越冬する
蚊も数種類ある。それらの蚊は厳しい寒さに対し
て弱いが、たとえ冬にその多くが死ぬとしても、多
くの昆虫と同様に晩夏までには多くの子孫を残す
だけの繁殖能力を持つ。
　いくつかの種類の蚊がウマを吸血し、皮膚の反
応から疾病の伝播までの様々な影響を与える。蚊
の唾液中に含まれるタンパク質は、刺した際に不
快感の原因となり、感受性の高い個体に皮膚反応
を引き起こす。キンイロヤブカ(Aedes vexans)は、
広範囲に生息している害虫であり、どのような水
溜りでも10～14日間で成虫になる。この蚊は、州
のいくつかの場所において重大で慢性的な問題を
引き起こし、毎年数世代にわたって繁殖する。メス
の蚊は、日中に草むらに潜み、夕暮れから日没後に
活発に刺す。数週間は生存し、その間に数マイルも
の距離を移動することがある。夜間にこれらの蚊
が多数吸血することにより、牧草地にいるウマに
皮膚炎や掻痒感を起こす。
　吸血特性、ウイルスの維持能や感染能、吸血時の
宿主嗜好性が、どの種類の蚊が疾病のベクターと
なり得るかということに影響する。主に哺乳類を
吸血する種類の蚊がいる一方で、鳥類を吸血する
種類もいる。また、日和見的に吸血動物を選ぶ種類
もある。鳥類嗜好性の蚊(アカイエカ群)は、様々な
鳥類で東部ウマ脳炎、セントルイス脳炎、ウエスト
ナイルウイルスの感染環を維持できる。これらの
蚊のあるものは、初めに感染している鳥を吸血し、
ついで哺乳類を吸血し、いわゆるブリッジベク
ターとして役割を果たしている。
　米国中にウエストナイルウイルスが急速に拡
がったことで、ウマとヒトを守るためにベクター

である蚊の対策を早急に実施する必要があった。
蚊の対策には、発生源を減らす、網戸の設置、忌避
剤や殺虫剤の使用など、複数の方法が同時に行わ
れる。幸いにも、鳥類での免疫による選択圧、ワク
チンの開発と登録、蚊の対策などのいくつかの要
因により、ウマの年間症例数は2002年における
513例から2004年の8例に急速に減少した。2004
年以降、毎年数例が診断されているが、ワクチンが
発生を低く抑えるのに重要な役割を果たしてき
た。蚊の対策を含む適切な予防計画は、疾病対策に
重要である。
　ジカウイルスやネッタイシマカ(Aedes aegypti)
は、この数週間においてマスコミに大きく取り上
げられてきた。ネッタイシマカは本来ケンタッ
キー州に生息する蚊ではなく、ジカウイルスがウ
マに病気を起こすという証拠はない。しかしなが
ら、ヒトの健康に関しては問題となっている。この
蚊の幼虫は、ごく少量の容器あるいは自然にでき
た水溜り（わずか1/4インチ（約0.6 cm）の深さ）で
も成長できる。ネッタイシマカは日中に活動し、な
かでも最も活発なのは早朝と夕方である。通常、
ネッタイシマカは繁殖地から100～300ヤード

（約90～275 m）しか移動しない。よって、繁殖地
を減少させることは、この蚊の対策として重要な
方法となる。DEETなどの忌避剤は、この蚊が最も
多く発生する8月下旬に、ヒトが蚊に刺されない
ように防護するのに非常に効果的である。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　読んだこと、聞いたこと、見たことのすべてを鵜
呑みにすることはできない。
　従来にも増して、批判的思考法は重要となって
おり、誤った情報や誤解を与える情報に我々が曝
されていることに私は絶えず驚かされる。
　誇張された表現に対して、常に警戒しなければ
ならない。
　ジカウイルスが米国においてマスコミに大きく
取り上げられた際に、「専門家」が全国ニュースに
おいて「北米にこの疾病を侵入させないためには、
蚊を駆除するしか方法はない」と発言した。彼は冗
談を言っていたわけではない。
　1999年後半の報道をオンラインで見直してみ
れば、蚊の駆除のための殺虫剤散布の大規模キャ
ンペーンの成果により、ウエストナイルウイルス
が2000年夏に新たに戻ってくることはないから
市民は心配する必要はないという、公衆衛生当局
による安心宣言を見つけることができる。その
キャンペーンにいったいどんな効果があったこと
か。
　蚊は回復能力が高く、繁殖率が高いため、蚊媒介
性の疾病をコントロールするのは難しい。ジカウ
イルスがウマに病原性を有する証拠がない一方
で、ウエストナイルウイルスなどの他の蚊媒介性
のウイルス感染症は、効果的なワクチンを用いる
ことができ、また毎年のようにウマのオーナーに
蚊の防除に関する注意喚起を行っているにも関わ
らず、年間何百頭のウマに疾病を引き起こす。
　もっと広く目を向けてみれば…
　米国のニュース雑誌Sundayの最近の増刊号に、
もし心肺蘇生（CPR）を他者に行った場合、どの州
においても「善きサマリア人の法」（訳注：「災難に
遭ったり急病になったりした人など（窮地の人）を
救うために無償で善意の行動をとった場合、良識

的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われな
い」という趣旨の法）が人々を損害賠償から守る、
という記事が載っていた。記事はまた、心肺蘇生を
試みたことで訴えられることはないとも記載し
た。いずれも大間違いである。例えば、ケンタッ
キー州法であれば、心肺蘇生を試みる者の誰も守
らず、弁護士は何についても訴えることができる。
心肺蘇生の方法を学び、そして自分自身の州にお
ける法律や損害賠償保険について知るべきであ
る。
　獣医の「専門医」とは？
　私は、広告主の獣医師を、（例えば）「馬スポーツ
医学の専門医（specialist）」として過大に宣伝する
数々のウェブサイトを見てきた。米国獣医師会に
よると、「獣医分野での専門医とは、獣医学の特定
分野における追加研修を修了し、専門知識と技能
の評価試験に合格した」獣医師のことである。「認
定医（diplomate）」という資格を得るための厳格な
研修を考えれば、獣医の専門医はほぼ必ず、学歴に

「認定医」であることを記載している。例えば、米国
獣医外科学会（ACVS）認定医、米国臨床獣医師認定
委員会（ABVP）の認定医(馬)、などである。「専門
医」という用語には、追加の教育や訓練、厳しい試
験、継続した教育などの意味が含まれる。優れた技
術を持った獣医師の多くが、主に競技用馬の臨床
に携わっている。しかし、もし彼らが委員会による
認定を受けていなければ、「専門医」ではない。
　認証（certification）」はどうであろか。名刺ある
いはウェブサイトに、個人名に続いて、認証や肩書
きのリストを誇らしげに記載している者がいる。
しかし、それらは正式に認められていて、高度で特
別な教育あるいは経験として意味があるのか？あ
るいは、単純にその者は代金を支払って週末にほ
んの少し表面的に学び、その結果として「認証」を

与えられたに過ぎないのではないだろうか？どの
ような研修、試験や「認証」が実際に含まれていた
のか判断するには、その組織をオンラインで検索
してみると良い。驚くことになるかもしれない。 
読んだこと、見たこと、そして聞いたことをじっく
りと評価して欲しい。疑問を持って欲しい。思い込
みを無くそう。もし話がうますぎると思うのであ
れば、おそらくそのとおりである（しかし、いずれ
にせよ、よく見抜いて欲しい）。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
国際情報
2015年第4四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターならびに米国ケンタッキー州レキ
シントンにある米国馬術連盟（USEF）の馬疾病情
報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。
　水胞性口炎は今期も発生が広がり、米国では
134施設でウイルスが確認され、さらにウイルス
学的な確認はされていないが臨床的に本症と診断
された施設が485ヶ所あった。いずれの発生も、ウ
イルスの血清型はニュージャージー型であった。
新たな発生がアリゾナ州、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州において
診断された。なかでも症例数が最も増加したのは、
コロラド州およびワイオミング州であった。
　インフルエンザが、イギリスおよび米国で報告
された。イギリスでは、4つの施設で散発的に発生
し、そのほとんどはワクチン未接種馬における発
生だった。イギリスにおける5番目の施設では5例
が発生し、その全てがアンダルシアン種であった。
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、フロリダ州、ケンタッキー州、ミシガン
州、オハイオ州、オレゴン州およびテキサス州で感

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、
EHV-4）に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、日本、イギリスおよび米国で発生した。
EHV-1に起因する呼吸器疾患がフランス（単発症
例）、アイルランド（7例）および米国（いくつかの
州でウイルス活動を記録）で確認された。EHV-1に
起因する流産が、日本（7施設でワクチン接種済み
牝馬8例）、イギリス（サラブレッド種2例）および
米国（3例）で発生した。EHV-1による脊髄脳症が米
国で2件発生し、そのいずれもペンシルベニア州
であった。そのうち1件は競馬場、もう1件は乗馬
苑で発生した。乗馬苑における発生では、3例が死
亡した。EHV-4による呼吸器疾患がフランスおよ
びドイツで発生した。フランスでは19件の発生が
確認され、そのほとんどはフレンチトロッター種
だった。ドイツでは、3施設でそれぞれ1例発生し
た。EHV-2および／あるいはEHV-5感染が、米国に
おいて少数例診断された。
　馬媾疹（EHV-3）が米国で1例確認された。
　腺疫がオーストラリア（24件で48例）フランス

（11件）、ドイツ（3施設でそれぞれ1例）、アイルラ
ンド（3地域で20例）、スイス（1件）、アラブ首長国
連邦（2施設で8例）および米国（風土病：7州で17
件）において発生した。
　カナダでは、馬伝染性貧血を13例確認した。ブ
リティッシュコロンビア州（2施設）、アルバータ
州（3施設）およびサスカチュワン州（2施設）の7施
設で発生し、いずれも疫学的に関連していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス（風土病）およびス
イス（輸入馬でBabesia caballiとTheileria equiの混
合感染）で確認された。
　サルモネラ症が米国で発生し、サルモネラB群お
よびC1群が関与していた。米国のいくつかの州に
おいて、Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症
を多数確認した。ケンタッキー州では、Clostridium 
perfringens 毒素型A型菌によるクロストリジウム
性腸炎が1例確認された。
　フランスおよび米国では、レプトスピラによる
流産が発生した。フランスでは1例、米国ではケン
タッキー州において12例が診断された。
　米国では、合計23例の東部馬脳炎（EEE）が発生

し、なかでもフロリダ州、テキサス州およびジョー
ジア州において最も多く発生した。フランスおよ
び米国で、ウエストナイル脳炎の発生が報告され
た。フランスでは、34件で合計45例が診断された。
米国では160例が確認され、そのほとんどはテキ
サス州、ワシントン州、ミズーリ州およびカリフォ
ルニア州における発生だった。
　2015年第3四半期において、ヘンドラウイルス
感染症がオーストラリアのクイーンズランド州で
１例報告された。

ウマヘルペスウイルスによる眼疾患
　ヘルペスウイルスは自然界に広く分布してお
り、ウマ獣医療では呼吸器、生殖器、そして神経系
疾患を引き起こすことが知られている。これらウ
イルスの最も重要な生物学的特性は、その潜伏す
る能力である。潜伏したウイルスの再活性化が起
こると、ウイルスは複製し細胞から放出され、疾病
を起こす。再活性化の正確なメカニズムは解明さ
れていないが、運動、妊娠、管理の変化あるいは併
発症などのストレス要因が引き金となっていると
考えられている。これまで、眼疾患に関与している
ウマヘルペスウイルスは、EHV-2とEHV-1とされ
てきた。
　EHV-2は、ウマにおけるウイルス性角膜炎の推
定される主な原因とされてきた。それにも関わら
ず、罹患馬の角膜や結膜の掻爬検体からのウイル
スの検出には一貫性がなく、しばしば無症状のウ
マからも検出されてきた。さらにEHV-5との重感
染が、眼疾患だけでなく呼吸器疾患でも通常よく
認められ、特定のウイルスを疾患の原因であると
明らかにすることを困難にしている。EHV-2が眼
疾患の原因であるという証拠は、子馬の角結膜炎、
結膜炎あるいは角膜浮腫の流行や単発症例からウ
イルス分離に成功したいくつかの報告に基づく。
しかしながら、そうした報告があるにもかかわら
ず、EHV-2が病原体かどうかについては未だ議論
の余地がある。他のウイルスによる病因とは対照
的に、ヘルペス性角膜炎は通常、全身性疾患に随伴
して起こらない。臨床的に、罹患馬には散在性、多
発性の上皮下における点状混濁が認められ、フル
オレセインによる染色には差があるが、通常ロー

ズベンガルでは染色される。混濁とともに表層に
血管新生がみられ、眼に持続性ないし中程度の疼
痛を認め、回帰性ブドウ膜炎を続発することがあ
る。上皮の病変が角膜実質へ続く場合は、病変のウ
イルスが広がった結果、あるいは実質内でウイル
スが増殖していると考えられる。角膜や結膜の掻
爬検体でウイルスの存在を証明することは難し
く、検体採取時に損傷部位にウイルス封入体を認
めることはほとんどない。ウイルスDNAの検出に
は、PCR法がより信頼できる方法である。しかしな
がら、ヘルペスウイルスのDNAの存在だけでは確
定診断できない。ヒトやネコのヘルペスウイルス
性眼疾患とは対照的に、ウマの角膜病変は抗ウイ
ルス剤により速やかに改善し、あるいは自然に治
癒する。もしヘルペスウイルスの関与が強く疑わ
れ、さらにPCR法で確認された場合、抗ウイルス剤
による局所治療がしばしば推奨される。ガンシク
ロビル軟膏とコルチコステロイド剤を併用した局
所治療が最適な治療法として推奨されてきた。
　脈絡網膜の病変については、いくつかの研究に
おけるEHV-1の感染実験で報告されてきた。単眼
あるいは両眼性に、中心に色素沈着し周囲が抜け
たドーナツ型の単一あるいは多巣性の病変が、眼
底の非タペタム領域に、感染数週間後に観察され
る。このタイプの病変の原因として、覆っている網
膜色素上皮の死による脈絡網膜の虚血性傷害が最
も可能性が高いと考えられる。これらの所見は、視
力に影響しないと思われるが、特に過去の病歴が
不明な場合には、購買前検査期間の主要な関心事
項の一つである。
　脈絡網膜炎におけるEHV-1の役割を支持する充
分な根拠があるにも関わらず、いずれのウマヘル
ペスウイルスにおいても、眼疾患への関与につい
ては議論の余地が残る。

連絡先：
Sonia Gonzalez-Medina, Ldo Vet, CertAVP(EM), 
MRCVS 
44-2032148025 (Ext. 4025) 
Royal Veterinary College 
London, United Kingdom
 

東部ウマ脳炎
　東部ウマ脳炎（EEE）は、メキシコ湾および大西
洋沿岸州、五大湖周辺地域のウマにとって、毎年の
ように脅威となっている疾患である。症例の発生
は、北はカナダから、アイオワ州、アーカンソー州
およびケンタッキー州などの内陸部の州でも時々
報告されている。病原体は、東部ウマ脳炎ウイルス

（EEEV）であり、鳴禽類（訳注：songbird、スズメ目
スズメ亜目の鳥類の別称として用いられる）と蚊
から成る感染環で静かに維持される。Culiseta 
melanura（訳注：ハボシカ属の一種）の吸血は鳥類
嗜好性で、広葉樹林の淡水の沼地帯に生息し、そこ
で営巣している鳴禽類にEEEVを伝播する。羽化し
た蚊は、感染した鳥を吸血することによりウイル
スを獲得する。C. melanuraの分布域が、EEEV感染
症の西への拡大を制限している。
　鳴禽類はEEEVに感染しても発症しないが、他の
鳥類、ウマあるいはヒトへ伝播すると発症するこ
とがある。哺乳類宿主へのEEEVの伝播は、ヤブカ
属のようにより吸血嗜好性が広い蚊が関与してい
る。温暖な地方では、ウマのEEE症例は、夏から秋
に季節性に発生し、より涼しい時期の発生はまれ
で、冬期の発生はない。フロリダのような亜熱帯地
方では、EEE伝播のリスクは通年認められ、夏が
ピークである。ウマとヒトは、蚊へのウイルス伝播
に十分な程度のウイルス血症を起こさず、自然界
でのEEEVの感染環の一部には含まれない。そのた
めウマとヒトは、終末宿主と考えられている。
　ウマ科動物が蚊に刺されて感染した場合、5～
15日で臨床症状が発現する。ウマ、ラバまたはロ
バのEEEV感染症は重症化しやすく、発症馬の90%
は生存できない。臨床症状は、発熱および／あるい
は反応の鈍化（以前に本症は「眠り病（sleeping 
sickness）」と呼ばれていた）から失明、運動失調、
頭部の押し付け、起立不能、発作、そして死に至る
ことがある。急性期の発熱時の体温は非常に高い
場合がある（時に40.6～41.1度）。
　EEEの臨床症状は、ウエストナイル脳炎または
ウマヘルペスウイルス1型による脊髄脳症などと
重なるため、検査室での確定診断が重要である。臨
床症状、発生に適した環境および予防接種歴の不
備などに加え、IgM捕捉ELISAによる血清学的検査

が陽性であった場合、EEEが強く疑われる。死亡あ
るいは安楽殺されたウマでは、脳組織からのPCR
法によるEEEV遺伝子の検出やウイルス分離、ある
いは脳組織標本の特異的染色によって、確定診断
ができる。
　すぐに入手できる効果的なUSDA認可ワクチン
があるにもかかわらず、毎年のように北米のウマ
はEEEの犠牲となっている。米国馬臨床獣医師協
会（AAEP）は、EEEワクチンを重要な予防接種と位
置づけ、ウマの年齢や地域など特定リスクに基づ
くガイドラインを出している。EEEワクチンは不
活化ワクチンのため、子馬の防御免疫獲得のため
には、2回ないし3回の基礎接種が必要である。
　2014年には、15州で合計136例のEEE発症馬が
報告された。USDA動植物検疫所（APHIS）獣医部

（VS）は、米国疾病管理予防センター（CDC）や州の
家畜衛生および公衆衛生の防疫官と協力し、ウマ
のEEE症例に関する情報を交換し、各州における
ウマの発症例を確認している。CDCは、ヒトや動物
におけるEEEを含むアルボウイルスの活動を追
跡、報告するために使用している、電子的サーベイ
ランスおよび報告システムであるArboNETを用い
て、EEE症例情報を収集している。ウイルスの流行
期に、APHIS獣医部は、ウマのアルボウイルス症例
の情報を州の家畜防疫官に周知するとともに、確
定症例数をUSDAの馬伝染性貧血情報ウェブサイ
ト (http://www.aphis.usda. gov/animal-health/equine-health)
上で公表している。

連絡先：
Eileen N. Ostlund 
eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov
(515) 337-7551 
National Veterinary Services Laboratories 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Ames, Iowa

および

Rebecca Jones 
rebecca.d.jones@aphis.usda.gov
(970) 494-7196 

Surveillance Design and Analysis Center for 
Epidemiology and Animal Health 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Fort Collins, Colorado 

症候群サーベイランスおよび空間疫学
　 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス（ s y n d r o m i c  
surveillance）とは、疾病発生の調査において、疫学
研究者にリアルタイムの分析とフィードバックを
提供するために、既存の健康に関するデータを用
いることである。空間疫学（spatial epidemiology）
とは、疾病の分布と健康状態に関する研究をする
健康地理学の一分野である。両方法を利用するこ
とにより、相関研究に用いる疾病の地理的マッピ
ングや、疾病のかたまりの検出（例えば、特定の疾
病あるいは症候群が、空間的、時間的に非常に近接
して通常とは異なる高い頻度で発生している状
況）が、可能となる。これらの手法は、医学あるいは
獣医学において、疾病の発生やバイオテロをより
早期に発見するために用いられる。
　過去10年間に、ケンタッキー大学獣医診断研究
所（UK VDL）は疫学部門を設立し、動物の健康を監
視する、多角的なサーベイランス・報告および警報
システムを立ち上げた。UK VDLは、独自の症候群
性事象のシミュレーターを使用して、疾病発生の
早期の予測とモデル作成のためにケンタッキー州
の動物の健康を監視し、そのために検査結果や症
候群性の事象（例えば流産、呼吸器疾患、死亡数）を
用いている。このシミュレーターは、日々発生する
症候群性の事象を監視し、直近29日間のデータと
合わせて「30日間の可動ウインドウ」を作成する。
次にこれらのデータは、過去5年間の中の同一期
間枠のデータ（例えば、時間と場所を指定した平常
時の疾病発生率）と比較される。この数学的な手法
によって、我々はある特定事象の発生が統計学的
に増加しているかどうかを計算することができ
る。いかなるデータも疾病の増加を示す場合には、
地図上に記入され、UK VDLの疫学研究者に対し
て、疾病が集団発生している可能性があることを
警告する。本プログラムによって集団発生の可能
性が示唆される場合、疫学部門によって調査、確認
される。疾病あるいは死亡数の増加が確認される

と、UK VDLは、ケンタッキー州の獣医師および当
局に対して注意喚起をする。　
　サーベイランスだけではなく、UK VDLは剖検症
例および検査データを利用して、ケンタッキー州
の動物健康地図を作製し、我々のウェブサイト
vdl.uky.eduにおいて公表している。利用者は、ケン
タッキー州のどの郡でもクリック一つで、先月に
どのような疾病が診断されたかを見ることができ
る。ある郡の情報が無いということは、その郡につ
いてはUK VDLにおいて何も診断されなかったこ
とを意味する。地図は、疾病が診断された所有者あ
るいは具体的な場所を特定するものではなく、従
事した獣医師が存在する郡のみを示す。このこと
により、クライアントに対する守秘義務が果たさ
れ、同時に利用者に対して、自分たちの地域で疾病
が確認されたという情報を提供することができ、
防疫対策が遂行あるいは強化される。
　症候群サーベイランスおよび疫学を空間的に認
識する方法は、常に進化し、改善されている一方
で、これらの方法にはいくつかの課題もあること
に留意しなければならない。空間疫学は、その大部
分がデータ分析に基づいている。このため、データ
収集を常時行い、かつ正確でなければならない。現
在UK VDLが用いている症候群サーベイランスは、
この研究所のみで収集したデータに依存してい
る。獣医師や他の研究所からの野外データを包含
することによって、この重要なサーベイランス技
法はさらに強化されるのである。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith 
jsmit8@uky.edu
 (859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky 

ケンタッキー州の蚊
　ケンタッキー州には、様々な繁殖地と生存戦略
を持った50種類以上の蚊が生息する。その中に
は、大雨で一時的にできた水溜りで繁殖するもの
や、乾期にわずかに残った停滞水で繁殖するもの

もある。
　ケンタッキー州に生息する蚊の多くは、凍結に
対して抵抗力のある卵で越冬し、長期に亘って厳
しい環境下で生存できる。イエカ(Culex pipiens)の
ように、安全な場所において成虫として越冬する
蚊も数種類ある。それらの蚊は厳しい寒さに対し
て弱いが、たとえ冬にその多くが死ぬとしても、多
くの昆虫と同様に晩夏までには多くの子孫を残す
だけの繁殖能力を持つ。
　いくつかの種類の蚊がウマを吸血し、皮膚の反
応から疾病の伝播までの様々な影響を与える。蚊
の唾液中に含まれるタンパク質は、刺した際に不
快感の原因となり、感受性の高い個体に皮膚反応
を引き起こす。キンイロヤブカ(Aedes vexans)は、
広範囲に生息している害虫であり、どのような水
溜りでも10～14日間で成虫になる。この蚊は、州
のいくつかの場所において重大で慢性的な問題を
引き起こし、毎年数世代にわたって繁殖する。メス
の蚊は、日中に草むらに潜み、夕暮れから日没後に
活発に刺す。数週間は生存し、その間に数マイルも
の距離を移動することがある。夜間にこれらの蚊
が多数吸血することにより、牧草地にいるウマに
皮膚炎や掻痒感を起こす。
　吸血特性、ウイルスの維持能や感染能、吸血時の
宿主嗜好性が、どの種類の蚊が疾病のベクターと
なり得るかということに影響する。主に哺乳類を
吸血する種類の蚊がいる一方で、鳥類を吸血する
種類もいる。また、日和見的に吸血動物を選ぶ種類
もある。鳥類嗜好性の蚊(アカイエカ群)は、様々な
鳥類で東部ウマ脳炎、セントルイス脳炎、ウエスト
ナイルウイルスの感染環を維持できる。これらの
蚊のあるものは、初めに感染している鳥を吸血し、
ついで哺乳類を吸血し、いわゆるブリッジベク
ターとして役割を果たしている。
　米国中にウエストナイルウイルスが急速に拡
がったことで、ウマとヒトを守るためにベクター

である蚊の対策を早急に実施する必要があった。
蚊の対策には、発生源を減らす、網戸の設置、忌避
剤や殺虫剤の使用など、複数の方法が同時に行わ
れる。幸いにも、鳥類での免疫による選択圧、ワク
チンの開発と登録、蚊の対策などのいくつかの要
因により、ウマの年間症例数は2002年における
513例から2004年の8例に急速に減少した。2004
年以降、毎年数例が診断されているが、ワクチンが
発生を低く抑えるのに重要な役割を果たしてき
た。蚊の対策を含む適切な予防計画は、疾病対策に
重要である。
　ジカウイルスやネッタイシマカ(Aedes aegypti)
は、この数週間においてマスコミに大きく取り上
げられてきた。ネッタイシマカは本来ケンタッ
キー州に生息する蚊ではなく、ジカウイルスがウ
マに病気を起こすという証拠はない。しかしなが
ら、ヒトの健康に関しては問題となっている。この
蚊の幼虫は、ごく少量の容器あるいは自然にでき
た水溜り（わずか1/4インチ（約0.6 cm）の深さ）で
も成長できる。ネッタイシマカは日中に活動し、な
かでも最も活発なのは早朝と夕方である。通常、
ネッタイシマカは繁殖地から100～300ヤード

（約90～275 m）しか移動しない。よって、繁殖地
を減少させることは、この蚊の対策として重要な
方法となる。DEETなどの忌避剤は、この蚊が最も
多く発生する8月下旬に、ヒトが蚊に刺されない
ように防護するのに非常に効果的である。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　読んだこと、聞いたこと、見たことのすべてを鵜
呑みにすることはできない。
　従来にも増して、批判的思考法は重要となって
おり、誤った情報や誤解を与える情報に我々が曝
されていることに私は絶えず驚かされる。
　誇張された表現に対して、常に警戒しなければ
ならない。
　ジカウイルスが米国においてマスコミに大きく
取り上げられた際に、「専門家」が全国ニュースに
おいて「北米にこの疾病を侵入させないためには、
蚊を駆除するしか方法はない」と発言した。彼は冗
談を言っていたわけではない。
　1999年後半の報道をオンラインで見直してみ
れば、蚊の駆除のための殺虫剤散布の大規模キャ
ンペーンの成果により、ウエストナイルウイルス
が2000年夏に新たに戻ってくることはないから
市民は心配する必要はないという、公衆衛生当局
による安心宣言を見つけることができる。その
キャンペーンにいったいどんな効果があったこと
か。
　蚊は回復能力が高く、繁殖率が高いため、蚊媒介
性の疾病をコントロールするのは難しい。ジカウ
イルスがウマに病原性を有する証拠がない一方
で、ウエストナイルウイルスなどの他の蚊媒介性
のウイルス感染症は、効果的なワクチンを用いる
ことができ、また毎年のようにウマのオーナーに
蚊の防除に関する注意喚起を行っているにも関わ
らず、年間何百頭のウマに疾病を引き起こす。
　もっと広く目を向けてみれば…
　米国のニュース雑誌Sundayの最近の増刊号に、
もし心肺蘇生（CPR）を他者に行った場合、どの州
においても「善きサマリア人の法」（訳注：「災難に
遭ったり急病になったりした人など（窮地の人）を
救うために無償で善意の行動をとった場合、良識

的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われな
い」という趣旨の法）が人々を損害賠償から守る、
という記事が載っていた。記事はまた、心肺蘇生を
試みたことで訴えられることはないとも記載し
た。いずれも大間違いである。例えば、ケンタッ
キー州法であれば、心肺蘇生を試みる者の誰も守
らず、弁護士は何についても訴えることができる。
心肺蘇生の方法を学び、そして自分自身の州にお
ける法律や損害賠償保険について知るべきであ
る。
　獣医の「専門医」とは？
　私は、広告主の獣医師を、（例えば）「馬スポーツ
医学の専門医（specialist）」として過大に宣伝する
数々のウェブサイトを見てきた。米国獣医師会に
よると、「獣医分野での専門医とは、獣医学の特定
分野における追加研修を修了し、専門知識と技能
の評価試験に合格した」獣医師のことである。「認
定医（diplomate）」という資格を得るための厳格な
研修を考えれば、獣医の専門医はほぼ必ず、学歴に

「認定医」であることを記載している。例えば、米国
獣医外科学会（ACVS）認定医、米国臨床獣医師認定
委員会（ABVP）の認定医(馬)、などである。「専門
医」という用語には、追加の教育や訓練、厳しい試
験、継続した教育などの意味が含まれる。優れた技
術を持った獣医師の多くが、主に競技用馬の臨床
に携わっている。しかし、もし彼らが委員会による
認定を受けていなければ、「専門医」ではない。
　認証（certification）」はどうであろか。名刺ある
いはウェブサイトに、個人名に続いて、認証や肩書
きのリストを誇らしげに記載している者がいる。
しかし、それらは正式に認められていて、高度で特
別な教育あるいは経験として意味があるのか？あ
るいは、単純にその者は代金を支払って週末にほ
んの少し表面的に学び、その結果として「認証」を

与えられたに過ぎないのではないだろうか？どの
ような研修、試験や「認証」が実際に含まれていた
のか判断するには、その組織をオンラインで検索
してみると良い。驚くことになるかもしれない。 
読んだこと、見たこと、そして聞いたことをじっく
りと評価して欲しい。疑問を持って欲しい。思い込
みを無くそう。もし話がうますぎると思うのであ
れば、おそらくそのとおりである（しかし、いずれ
にせよ、よく見抜いて欲しい）。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
国際情報
2015年第4四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターならびに米国ケンタッキー州レキ
シントンにある米国馬術連盟（USEF）の馬疾病情
報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。
　水胞性口炎は今期も発生が広がり、米国では
134施設でウイルスが確認され、さらにウイルス
学的な確認はされていないが臨床的に本症と診断
された施設が485ヶ所あった。いずれの発生も、ウ
イルスの血清型はニュージャージー型であった。
新たな発生がアリゾナ州、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州において
診断された。なかでも症例数が最も増加したのは、
コロラド州およびワイオミング州であった。
　インフルエンザが、イギリスおよび米国で報告
された。イギリスでは、4つの施設で散発的に発生
し、そのほとんどはワクチン未接種馬における発
生だった。イギリスにおける5番目の施設では5例
が発生し、その全てがアンダルシアン種であった。
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、フロリダ州、ケンタッキー州、ミシガン
州、オハイオ州、オレゴン州およびテキサス州で感

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、
EHV-4）に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、日本、イギリスおよび米国で発生した。
EHV-1に起因する呼吸器疾患がフランス（単発症
例）、アイルランド（7例）および米国（いくつかの
州でウイルス活動を記録）で確認された。EHV-1に
起因する流産が、日本（7施設でワクチン接種済み
牝馬8例）、イギリス（サラブレッド種2例）および
米国（3例）で発生した。EHV-1による脊髄脳症が米
国で2件発生し、そのいずれもペンシルベニア州
であった。そのうち1件は競馬場、もう1件は乗馬
苑で発生した。乗馬苑における発生では、3例が死
亡した。EHV-4による呼吸器疾患がフランスおよ
びドイツで発生した。フランスでは19件の発生が
確認され、そのほとんどはフレンチトロッター種
だった。ドイツでは、3施設でそれぞれ1例発生し
た。EHV-2および／あるいはEHV-5感染が、米国に
おいて少数例診断された。
　馬媾疹（EHV-3）が米国で1例確認された。
　腺疫がオーストラリア（24件で48例）フランス

（11件）、ドイツ（3施設でそれぞれ1例）、アイルラ
ンド（3地域で20例）、スイス（1件）、アラブ首長国
連邦（2施設で8例）および米国（風土病：7州で17
件）において発生した。
　カナダでは、馬伝染性貧血を13例確認した。ブ
リティッシュコロンビア州（2施設）、アルバータ
州（3施設）およびサスカチュワン州（2施設）の7施
設で発生し、いずれも疫学的に関連していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス（風土病）およびス
イス（輸入馬でBabesia caballiとTheileria equiの混
合感染）で確認された。
　サルモネラ症が米国で発生し、サルモネラB群お
よびC1群が関与していた。米国のいくつかの州に
おいて、Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症
を多数確認した。ケンタッキー州では、Clostridium 
perfringens 毒素型A型菌によるクロストリジウム
性腸炎が1例確認された。
　フランスおよび米国では、レプトスピラによる
流産が発生した。フランスでは1例、米国ではケン
タッキー州において12例が診断された。
　米国では、合計23例の東部馬脳炎（EEE）が発生

し、なかでもフロリダ州、テキサス州およびジョー
ジア州において最も多く発生した。フランスおよ
び米国で、ウエストナイル脳炎の発生が報告され
た。フランスでは、34件で合計45例が診断された。
米国では160例が確認され、そのほとんどはテキ
サス州、ワシントン州、ミズーリ州およびカリフォ
ルニア州における発生だった。
　2015年第3四半期において、ヘンドラウイルス
感染症がオーストラリアのクイーンズランド州で
１例報告された。

ウマヘルペスウイルスによる眼疾患
　ヘルペスウイルスは自然界に広く分布してお
り、ウマ獣医療では呼吸器、生殖器、そして神経系
疾患を引き起こすことが知られている。これらウ
イルスの最も重要な生物学的特性は、その潜伏す
る能力である。潜伏したウイルスの再活性化が起
こると、ウイルスは複製し細胞から放出され、疾病
を起こす。再活性化の正確なメカニズムは解明さ
れていないが、運動、妊娠、管理の変化あるいは併
発症などのストレス要因が引き金となっていると
考えられている。これまで、眼疾患に関与している
ウマヘルペスウイルスは、EHV-2とEHV-1とされ
てきた。
　EHV-2は、ウマにおけるウイルス性角膜炎の推
定される主な原因とされてきた。それにも関わら
ず、罹患馬の角膜や結膜の掻爬検体からのウイル
スの検出には一貫性がなく、しばしば無症状のウ
マからも検出されてきた。さらにEHV-5との重感
染が、眼疾患だけでなく呼吸器疾患でも通常よく
認められ、特定のウイルスを疾患の原因であると
明らかにすることを困難にしている。EHV-2が眼
疾患の原因であるという証拠は、子馬の角結膜炎、
結膜炎あるいは角膜浮腫の流行や単発症例からウ
イルス分離に成功したいくつかの報告に基づく。
しかしながら、そうした報告があるにもかかわら
ず、EHV-2が病原体かどうかについては未だ議論
の余地がある。他のウイルスによる病因とは対照
的に、ヘルペス性角膜炎は通常、全身性疾患に随伴
して起こらない。臨床的に、罹患馬には散在性、多
発性の上皮下における点状混濁が認められ、フル
オレセインによる染色には差があるが、通常ロー

ズベンガルでは染色される。混濁とともに表層に
血管新生がみられ、眼に持続性ないし中程度の疼
痛を認め、回帰性ブドウ膜炎を続発することがあ
る。上皮の病変が角膜実質へ続く場合は、病変のウ
イルスが広がった結果、あるいは実質内でウイル
スが増殖していると考えられる。角膜や結膜の掻
爬検体でウイルスの存在を証明することは難し
く、検体採取時に損傷部位にウイルス封入体を認
めることはほとんどない。ウイルスDNAの検出に
は、PCR法がより信頼できる方法である。しかしな
がら、ヘルペスウイルスのDNAの存在だけでは確
定診断できない。ヒトやネコのヘルペスウイルス
性眼疾患とは対照的に、ウマの角膜病変は抗ウイ
ルス剤により速やかに改善し、あるいは自然に治
癒する。もしヘルペスウイルスの関与が強く疑わ
れ、さらにPCR法で確認された場合、抗ウイルス剤
による局所治療がしばしば推奨される。ガンシク
ロビル軟膏とコルチコステロイド剤を併用した局
所治療が最適な治療法として推奨されてきた。
　脈絡網膜の病変については、いくつかの研究に
おけるEHV-1の感染実験で報告されてきた。単眼
あるいは両眼性に、中心に色素沈着し周囲が抜け
たドーナツ型の単一あるいは多巣性の病変が、眼
底の非タペタム領域に、感染数週間後に観察され
る。このタイプの病変の原因として、覆っている網
膜色素上皮の死による脈絡網膜の虚血性傷害が最
も可能性が高いと考えられる。これらの所見は、視
力に影響しないと思われるが、特に過去の病歴が
不明な場合には、購買前検査期間の主要な関心事
項の一つである。
　脈絡網膜炎におけるEHV-1の役割を支持する充
分な根拠があるにも関わらず、いずれのウマヘル
ペスウイルスにおいても、眼疾患への関与につい
ては議論の余地が残る。

連絡先：
Sonia Gonzalez-Medina, Ldo Vet, CertAVP(EM), 
MRCVS 
44-2032148025 (Ext. 4025) 
Royal Veterinary College 
London, United Kingdom
 

東部ウマ脳炎
　東部ウマ脳炎（EEE）は、メキシコ湾および大西
洋沿岸州、五大湖周辺地域のウマにとって、毎年の
ように脅威となっている疾患である。症例の発生
は、北はカナダから、アイオワ州、アーカンソー州
およびケンタッキー州などの内陸部の州でも時々
報告されている。病原体は、東部ウマ脳炎ウイルス

（EEEV）であり、鳴禽類（訳注：songbird、スズメ目
スズメ亜目の鳥類の別称として用いられる）と蚊
から成る感染環で静かに維持される。Culiseta 
melanura（訳注：ハボシカ属の一種）の吸血は鳥類
嗜好性で、広葉樹林の淡水の沼地帯に生息し、そこ
で営巣している鳴禽類にEEEVを伝播する。羽化し
た蚊は、感染した鳥を吸血することによりウイル
スを獲得する。C. melanuraの分布域が、EEEV感染
症の西への拡大を制限している。
　鳴禽類はEEEVに感染しても発症しないが、他の
鳥類、ウマあるいはヒトへ伝播すると発症するこ
とがある。哺乳類宿主へのEEEVの伝播は、ヤブカ
属のようにより吸血嗜好性が広い蚊が関与してい
る。温暖な地方では、ウマのEEE症例は、夏から秋
に季節性に発生し、より涼しい時期の発生はまれ
で、冬期の発生はない。フロリダのような亜熱帯地
方では、EEE伝播のリスクは通年認められ、夏が
ピークである。ウマとヒトは、蚊へのウイルス伝播
に十分な程度のウイルス血症を起こさず、自然界
でのEEEVの感染環の一部には含まれない。そのた
めウマとヒトは、終末宿主と考えられている。
　ウマ科動物が蚊に刺されて感染した場合、5～
15日で臨床症状が発現する。ウマ、ラバまたはロ
バのEEEV感染症は重症化しやすく、発症馬の90%
は生存できない。臨床症状は、発熱および／あるい
は反応の鈍化（以前に本症は「眠り病（sleeping 
sickness）」と呼ばれていた）から失明、運動失調、
頭部の押し付け、起立不能、発作、そして死に至る
ことがある。急性期の発熱時の体温は非常に高い
場合がある（時に40.6～41.1度）。
　EEEの臨床症状は、ウエストナイル脳炎または
ウマヘルペスウイルス1型による脊髄脳症などと
重なるため、検査室での確定診断が重要である。臨
床症状、発生に適した環境および予防接種歴の不
備などに加え、IgM捕捉ELISAによる血清学的検査

が陽性であった場合、EEEが強く疑われる。死亡あ
るいは安楽殺されたウマでは、脳組織からのPCR
法によるEEEV遺伝子の検出やウイルス分離、ある
いは脳組織標本の特異的染色によって、確定診断
ができる。
　すぐに入手できる効果的なUSDA認可ワクチン
があるにもかかわらず、毎年のように北米のウマ
はEEEの犠牲となっている。米国馬臨床獣医師協
会（AAEP）は、EEEワクチンを重要な予防接種と位
置づけ、ウマの年齢や地域など特定リスクに基づ
くガイドラインを出している。EEEワクチンは不
活化ワクチンのため、子馬の防御免疫獲得のため
には、2回ないし3回の基礎接種が必要である。
　2014年には、15州で合計136例のEEE発症馬が
報告された。USDA動植物検疫所（APHIS）獣医部

（VS）は、米国疾病管理予防センター（CDC）や州の
家畜衛生および公衆衛生の防疫官と協力し、ウマ
のEEE症例に関する情報を交換し、各州における
ウマの発症例を確認している。CDCは、ヒトや動物
におけるEEEを含むアルボウイルスの活動を追
跡、報告するために使用している、電子的サーベイ
ランスおよび報告システムであるArboNETを用い
て、EEE症例情報を収集している。ウイルスの流行
期に、APHIS獣医部は、ウマのアルボウイルス症例
の情報を州の家畜防疫官に周知するとともに、確
定症例数をUSDAの馬伝染性貧血情報ウェブサイ
ト (http://www.aphis.usda. gov/animal-health/equine-health)
上で公表している。

連絡先：
Eileen N. Ostlund 
eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov
(515) 337-7551 
National Veterinary Services Laboratories 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Ames, Iowa

および

Rebecca Jones 
rebecca.d.jones@aphis.usda.gov
(970) 494-7196 

Surveillance Design and Analysis Center for 
Epidemiology and Animal Health 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Fort Collins, Colorado 

症候群サーベイランスおよび空間疫学
　 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス（ s y n d r o m i c  
surveillance）とは、疾病発生の調査において、疫学
研究者にリアルタイムの分析とフィードバックを
提供するために、既存の健康に関するデータを用
いることである。空間疫学（spatial epidemiology）
とは、疾病の分布と健康状態に関する研究をする
健康地理学の一分野である。両方法を利用するこ
とにより、相関研究に用いる疾病の地理的マッピ
ングや、疾病のかたまりの検出（例えば、特定の疾
病あるいは症候群が、空間的、時間的に非常に近接
して通常とは異なる高い頻度で発生している状
況）が、可能となる。これらの手法は、医学あるいは
獣医学において、疾病の発生やバイオテロをより
早期に発見するために用いられる。
　過去10年間に、ケンタッキー大学獣医診断研究
所（UK VDL）は疫学部門を設立し、動物の健康を監
視する、多角的なサーベイランス・報告および警報
システムを立ち上げた。UK VDLは、独自の症候群
性事象のシミュレーターを使用して、疾病発生の
早期の予測とモデル作成のためにケンタッキー州
の動物の健康を監視し、そのために検査結果や症
候群性の事象（例えば流産、呼吸器疾患、死亡数）を
用いている。このシミュレーターは、日々発生する
症候群性の事象を監視し、直近29日間のデータと
合わせて「30日間の可動ウインドウ」を作成する。
次にこれらのデータは、過去5年間の中の同一期
間枠のデータ（例えば、時間と場所を指定した平常
時の疾病発生率）と比較される。この数学的な手法
によって、我々はある特定事象の発生が統計学的
に増加しているかどうかを計算することができ
る。いかなるデータも疾病の増加を示す場合には、
地図上に記入され、UK VDLの疫学研究者に対し
て、疾病が集団発生している可能性があることを
警告する。本プログラムによって集団発生の可能
性が示唆される場合、疫学部門によって調査、確認
される。疾病あるいは死亡数の増加が確認される

と、UK VDLは、ケンタッキー州の獣医師および当
局に対して注意喚起をする。　
　サーベイランスだけではなく、UK VDLは剖検症
例および検査データを利用して、ケンタッキー州
の動物健康地図を作製し、我々のウェブサイト
vdl.uky.eduにおいて公表している。利用者は、ケン
タッキー州のどの郡でもクリック一つで、先月に
どのような疾病が診断されたかを見ることができ
る。ある郡の情報が無いということは、その郡につ
いてはUK VDLにおいて何も診断されなかったこ
とを意味する。地図は、疾病が診断された所有者あ
るいは具体的な場所を特定するものではなく、従
事した獣医師が存在する郡のみを示す。このこと
により、クライアントに対する守秘義務が果たさ
れ、同時に利用者に対して、自分たちの地域で疾病
が確認されたという情報を提供することができ、
防疫対策が遂行あるいは強化される。
　症候群サーベイランスおよび疫学を空間的に認
識する方法は、常に進化し、改善されている一方
で、これらの方法にはいくつかの課題もあること
に留意しなければならない。空間疫学は、その大部
分がデータ分析に基づいている。このため、データ
収集を常時行い、かつ正確でなければならない。現
在UK VDLが用いている症候群サーベイランスは、
この研究所のみで収集したデータに依存してい
る。獣医師や他の研究所からの野外データを包含
することによって、この重要なサーベイランス技
法はさらに強化されるのである。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith 
jsmit8@uky.edu
 (859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky 

ケンタッキー州の蚊
　ケンタッキー州には、様々な繁殖地と生存戦略
を持った50種類以上の蚊が生息する。その中に
は、大雨で一時的にできた水溜りで繁殖するもの
や、乾期にわずかに残った停滞水で繁殖するもの

もある。
　ケンタッキー州に生息する蚊の多くは、凍結に
対して抵抗力のある卵で越冬し、長期に亘って厳
しい環境下で生存できる。イエカ(Culex pipiens)の
ように、安全な場所において成虫として越冬する
蚊も数種類ある。それらの蚊は厳しい寒さに対し
て弱いが、たとえ冬にその多くが死ぬとしても、多
くの昆虫と同様に晩夏までには多くの子孫を残す
だけの繁殖能力を持つ。
　いくつかの種類の蚊がウマを吸血し、皮膚の反
応から疾病の伝播までの様々な影響を与える。蚊
の唾液中に含まれるタンパク質は、刺した際に不
快感の原因となり、感受性の高い個体に皮膚反応
を引き起こす。キンイロヤブカ(Aedes vexans)は、
広範囲に生息している害虫であり、どのような水
溜りでも10～14日間で成虫になる。この蚊は、州
のいくつかの場所において重大で慢性的な問題を
引き起こし、毎年数世代にわたって繁殖する。メス
の蚊は、日中に草むらに潜み、夕暮れから日没後に
活発に刺す。数週間は生存し、その間に数マイルも
の距離を移動することがある。夜間にこれらの蚊
が多数吸血することにより、牧草地にいるウマに
皮膚炎や掻痒感を起こす。
　吸血特性、ウイルスの維持能や感染能、吸血時の
宿主嗜好性が、どの種類の蚊が疾病のベクターと
なり得るかということに影響する。主に哺乳類を
吸血する種類の蚊がいる一方で、鳥類を吸血する
種類もいる。また、日和見的に吸血動物を選ぶ種類
もある。鳥類嗜好性の蚊(アカイエカ群)は、様々な
鳥類で東部ウマ脳炎、セントルイス脳炎、ウエスト
ナイルウイルスの感染環を維持できる。これらの
蚊のあるものは、初めに感染している鳥を吸血し、
ついで哺乳類を吸血し、いわゆるブリッジベク
ターとして役割を果たしている。
　米国中にウエストナイルウイルスが急速に拡
がったことで、ウマとヒトを守るためにベクター

である蚊の対策を早急に実施する必要があった。
蚊の対策には、発生源を減らす、網戸の設置、忌避
剤や殺虫剤の使用など、複数の方法が同時に行わ
れる。幸いにも、鳥類での免疫による選択圧、ワク
チンの開発と登録、蚊の対策などのいくつかの要
因により、ウマの年間症例数は2002年における
513例から2004年の8例に急速に減少した。2004
年以降、毎年数例が診断されているが、ワクチンが
発生を低く抑えるのに重要な役割を果たしてき
た。蚊の対策を含む適切な予防計画は、疾病対策に
重要である。
　ジカウイルスやネッタイシマカ(Aedes aegypti)
は、この数週間においてマスコミに大きく取り上
げられてきた。ネッタイシマカは本来ケンタッ
キー州に生息する蚊ではなく、ジカウイルスがウ
マに病気を起こすという証拠はない。しかしなが
ら、ヒトの健康に関しては問題となっている。この
蚊の幼虫は、ごく少量の容器あるいは自然にでき
た水溜り（わずか1/4インチ（約0.6 cm）の深さ）で
も成長できる。ネッタイシマカは日中に活動し、な
かでも最も活発なのは早朝と夕方である。通常、
ネッタイシマカは繁殖地から100～300ヤード

（約90～275 m）しか移動しない。よって、繁殖地
を減少させることは、この蚊の対策として重要な
方法となる。DEETなどの忌避剤は、この蚊が最も
多く発生する8月下旬に、ヒトが蚊に刺されない
ように防護するのに非常に効果的である。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　読んだこと、聞いたこと、見たことのすべてを鵜
呑みにすることはできない。
　従来にも増して、批判的思考法は重要となって
おり、誤った情報や誤解を与える情報に我々が曝
されていることに私は絶えず驚かされる。
　誇張された表現に対して、常に警戒しなければ
ならない。
　ジカウイルスが米国においてマスコミに大きく
取り上げられた際に、「専門家」が全国ニュースに
おいて「北米にこの疾病を侵入させないためには、
蚊を駆除するしか方法はない」と発言した。彼は冗
談を言っていたわけではない。
　1999年後半の報道をオンラインで見直してみ
れば、蚊の駆除のための殺虫剤散布の大規模キャ
ンペーンの成果により、ウエストナイルウイルス
が2000年夏に新たに戻ってくることはないから
市民は心配する必要はないという、公衆衛生当局
による安心宣言を見つけることができる。その
キャンペーンにいったいどんな効果があったこと
か。
　蚊は回復能力が高く、繁殖率が高いため、蚊媒介
性の疾病をコントロールするのは難しい。ジカウ
イルスがウマに病原性を有する証拠がない一方
で、ウエストナイルウイルスなどの他の蚊媒介性
のウイルス感染症は、効果的なワクチンを用いる
ことができ、また毎年のようにウマのオーナーに
蚊の防除に関する注意喚起を行っているにも関わ
らず、年間何百頭のウマに疾病を引き起こす。
　もっと広く目を向けてみれば…
　米国のニュース雑誌Sundayの最近の増刊号に、
もし心肺蘇生（CPR）を他者に行った場合、どの州
においても「善きサマリア人の法」（訳注：「災難に
遭ったり急病になったりした人など（窮地の人）を
救うために無償で善意の行動をとった場合、良識

的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われな
い」という趣旨の法）が人々を損害賠償から守る、
という記事が載っていた。記事はまた、心肺蘇生を
試みたことで訴えられることはないとも記載し
た。いずれも大間違いである。例えば、ケンタッ
キー州法であれば、心肺蘇生を試みる者の誰も守
らず、弁護士は何についても訴えることができる。
心肺蘇生の方法を学び、そして自分自身の州にお
ける法律や損害賠償保険について知るべきであ
る。
　獣医の「専門医」とは？
　私は、広告主の獣医師を、（例えば）「馬スポーツ
医学の専門医（specialist）」として過大に宣伝する
数々のウェブサイトを見てきた。米国獣医師会に
よると、「獣医分野での専門医とは、獣医学の特定
分野における追加研修を修了し、専門知識と技能
の評価試験に合格した」獣医師のことである。「認
定医（diplomate）」という資格を得るための厳格な
研修を考えれば、獣医の専門医はほぼ必ず、学歴に

「認定医」であることを記載している。例えば、米国
獣医外科学会（ACVS）認定医、米国臨床獣医師認定
委員会（ABVP）の認定医(馬)、などである。「専門
医」という用語には、追加の教育や訓練、厳しい試
験、継続した教育などの意味が含まれる。優れた技
術を持った獣医師の多くが、主に競技用馬の臨床
に携わっている。しかし、もし彼らが委員会による
認定を受けていなければ、「専門医」ではない。
　認証（certification）」はどうであろか。名刺ある
いはウェブサイトに、個人名に続いて、認証や肩書
きのリストを誇らしげに記載している者がいる。
しかし、それらは正式に認められていて、高度で特
別な教育あるいは経験として意味があるのか？あ
るいは、単純にその者は代金を支払って週末にほ
んの少し表面的に学び、その結果として「認証」を

与えられたに過ぎないのではないだろうか？どの
ような研修、試験や「認証」が実際に含まれていた
のか判断するには、その組織をオンラインで検索
してみると良い。驚くことになるかもしれない。 
読んだこと、見たこと、そして聞いたことをじっく
りと評価して欲しい。疑問を持って欲しい。思い込
みを無くそう。もし話がうますぎると思うのであ
れば、おそらくそのとおりである（しかし、いずれ
にせよ、よく見抜いて欲しい）。

連絡先：
Dr. Roberta Dwyer 
rmdwyer@uky.edu
(859) 218-1122 
Department of Animal and Food Sciences 
University of Kentucky, Lexington, Kentucky
 
国際情報
2015年第4四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターならびに米国ケンタッキー州レキ
シントンにある米国馬術連盟（USEF）の馬疾病情
報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。
　水胞性口炎は今期も発生が広がり、米国では
134施設でウイルスが確認され、さらにウイルス
学的な確認はされていないが臨床的に本症と診断
された施設が485ヶ所あった。いずれの発生も、ウ
イルスの血清型はニュージャージー型であった。
新たな発生がアリゾナ州、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州において
診断された。なかでも症例数が最も増加したのは、
コロラド州およびワイオミング州であった。
　インフルエンザが、イギリスおよび米国で報告
された。イギリスでは、4つの施設で散発的に発生
し、そのほとんどはワクチン未接種馬における発
生だった。イギリスにおける5番目の施設では5例
が発生し、その全てがアンダルシアン種であった。
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、フロリダ州、ケンタッキー州、ミシガン
州、オハイオ州、オレゴン州およびテキサス州で感

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、
EHV-4）に関連する疾患が、フランス、ドイツ、アイ
ルランド、日本、イギリスおよび米国で発生した。
EHV-1に起因する呼吸器疾患がフランス（単発症
例）、アイルランド（7例）および米国（いくつかの
州でウイルス活動を記録）で確認された。EHV-1に
起因する流産が、日本（7施設でワクチン接種済み
牝馬8例）、イギリス（サラブレッド種2例）および
米国（3例）で発生した。EHV-1による脊髄脳症が米
国で2件発生し、そのいずれもペンシルベニア州
であった。そのうち1件は競馬場、もう1件は乗馬
苑で発生した。乗馬苑における発生では、3例が死
亡した。EHV-4による呼吸器疾患がフランスおよ
びドイツで発生した。フランスでは19件の発生が
確認され、そのほとんどはフレンチトロッター種
だった。ドイツでは、3施設でそれぞれ1例発生し
た。EHV-2および／あるいはEHV-5感染が、米国に
おいて少数例診断された。
　馬媾疹（EHV-3）が米国で1例確認された。
　腺疫がオーストラリア（24件で48例）フランス

（11件）、ドイツ（3施設でそれぞれ1例）、アイルラ
ンド（3地域で20例）、スイス（1件）、アラブ首長国
連邦（2施設で8例）および米国（風土病：7州で17
件）において発生した。
　カナダでは、馬伝染性貧血を13例確認した。ブ
リティッシュコロンビア州（2施設）、アルバータ
州（3施設）およびサスカチュワン州（2施設）の7施
設で発生し、いずれも疫学的に関連していた。
　馬ピロプラズマ病がフランス（風土病）およびス
イス（輸入馬でBabesia caballiとTheileria equiの混
合感染）で確認された。
　サルモネラ症が米国で発生し、サルモネラB群お
よびC1群が関与していた。米国のいくつかの州に
おいて、Lawsonia intracellularisによる増殖性腸症
を多数確認した。ケンタッキー州では、Clostridium 
perfringens 毒素型A型菌によるクロストリジウム
性腸炎が1例確認された。
　フランスおよび米国では、レプトスピラによる
流産が発生した。フランスでは1例、米国ではケン
タッキー州において12例が診断された。
　米国では、合計23例の東部馬脳炎（EEE）が発生

し、なかでもフロリダ州、テキサス州およびジョー
ジア州において最も多く発生した。フランスおよ
び米国で、ウエストナイル脳炎の発生が報告され
た。フランスでは、34件で合計45例が診断された。
米国では160例が確認され、そのほとんどはテキ
サス州、ワシントン州、ミズーリ州およびカリフォ
ルニア州における発生だった。
　2015年第3四半期において、ヘンドラウイルス
感染症がオーストラリアのクイーンズランド州で
１例報告された。

ウマヘルペスウイルスによる眼疾患
　ヘルペスウイルスは自然界に広く分布してお
り、ウマ獣医療では呼吸器、生殖器、そして神経系
疾患を引き起こすことが知られている。これらウ
イルスの最も重要な生物学的特性は、その潜伏す
る能力である。潜伏したウイルスの再活性化が起
こると、ウイルスは複製し細胞から放出され、疾病
を起こす。再活性化の正確なメカニズムは解明さ
れていないが、運動、妊娠、管理の変化あるいは併
発症などのストレス要因が引き金となっていると
考えられている。これまで、眼疾患に関与している
ウマヘルペスウイルスは、EHV-2とEHV-1とされ
てきた。
　EHV-2は、ウマにおけるウイルス性角膜炎の推
定される主な原因とされてきた。それにも関わら
ず、罹患馬の角膜や結膜の掻爬検体からのウイル
スの検出には一貫性がなく、しばしば無症状のウ
マからも検出されてきた。さらにEHV-5との重感
染が、眼疾患だけでなく呼吸器疾患でも通常よく
認められ、特定のウイルスを疾患の原因であると
明らかにすることを困難にしている。EHV-2が眼
疾患の原因であるという証拠は、子馬の角結膜炎、
結膜炎あるいは角膜浮腫の流行や単発症例からウ
イルス分離に成功したいくつかの報告に基づく。
しかしながら、そうした報告があるにもかかわら
ず、EHV-2が病原体かどうかについては未だ議論
の余地がある。他のウイルスによる病因とは対照
的に、ヘルペス性角膜炎は通常、全身性疾患に随伴
して起こらない。臨床的に、罹患馬には散在性、多
発性の上皮下における点状混濁が認められ、フル
オレセインによる染色には差があるが、通常ロー

ズベンガルでは染色される。混濁とともに表層に
血管新生がみられ、眼に持続性ないし中程度の疼
痛を認め、回帰性ブドウ膜炎を続発することがあ
る。上皮の病変が角膜実質へ続く場合は、病変のウ
イルスが広がった結果、あるいは実質内でウイル
スが増殖していると考えられる。角膜や結膜の掻
爬検体でウイルスの存在を証明することは難し
く、検体採取時に損傷部位にウイルス封入体を認
めることはほとんどない。ウイルスDNAの検出に
は、PCR法がより信頼できる方法である。しかしな
がら、ヘルペスウイルスのDNAの存在だけでは確
定診断できない。ヒトやネコのヘルペスウイルス
性眼疾患とは対照的に、ウマの角膜病変は抗ウイ
ルス剤により速やかに改善し、あるいは自然に治
癒する。もしヘルペスウイルスの関与が強く疑わ
れ、さらにPCR法で確認された場合、抗ウイルス剤
による局所治療がしばしば推奨される。ガンシク
ロビル軟膏とコルチコステロイド剤を併用した局
所治療が最適な治療法として推奨されてきた。
　脈絡網膜の病変については、いくつかの研究に
おけるEHV-1の感染実験で報告されてきた。単眼
あるいは両眼性に、中心に色素沈着し周囲が抜け
たドーナツ型の単一あるいは多巣性の病変が、眼
底の非タペタム領域に、感染数週間後に観察され
る。このタイプの病変の原因として、覆っている網
膜色素上皮の死による脈絡網膜の虚血性傷害が最
も可能性が高いと考えられる。これらの所見は、視
力に影響しないと思われるが、特に過去の病歴が
不明な場合には、購買前検査期間の主要な関心事
項の一つである。
　脈絡網膜炎におけるEHV-1の役割を支持する充
分な根拠があるにも関わらず、いずれのウマヘル
ペスウイルスにおいても、眼疾患への関与につい
ては議論の余地が残る。

連絡先：
Sonia Gonzalez-Medina, Ldo Vet, CertAVP(EM), 
MRCVS 
44-2032148025 (Ext. 4025) 
Royal Veterinary College 
London, United Kingdom
 

東部ウマ脳炎
　東部ウマ脳炎（EEE）は、メキシコ湾および大西
洋沿岸州、五大湖周辺地域のウマにとって、毎年の
ように脅威となっている疾患である。症例の発生
は、北はカナダから、アイオワ州、アーカンソー州
およびケンタッキー州などの内陸部の州でも時々
報告されている。病原体は、東部ウマ脳炎ウイルス

（EEEV）であり、鳴禽類（訳注：songbird、スズメ目
スズメ亜目の鳥類の別称として用いられる）と蚊
から成る感染環で静かに維持される。Culiseta 
melanura（訳注：ハボシカ属の一種）の吸血は鳥類
嗜好性で、広葉樹林の淡水の沼地帯に生息し、そこ
で営巣している鳴禽類にEEEVを伝播する。羽化し
た蚊は、感染した鳥を吸血することによりウイル
スを獲得する。C. melanuraの分布域が、EEEV感染
症の西への拡大を制限している。
　鳴禽類はEEEVに感染しても発症しないが、他の
鳥類、ウマあるいはヒトへ伝播すると発症するこ
とがある。哺乳類宿主へのEEEVの伝播は、ヤブカ
属のようにより吸血嗜好性が広い蚊が関与してい
る。温暖な地方では、ウマのEEE症例は、夏から秋
に季節性に発生し、より涼しい時期の発生はまれ
で、冬期の発生はない。フロリダのような亜熱帯地
方では、EEE伝播のリスクは通年認められ、夏が
ピークである。ウマとヒトは、蚊へのウイルス伝播
に十分な程度のウイルス血症を起こさず、自然界
でのEEEVの感染環の一部には含まれない。そのた
めウマとヒトは、終末宿主と考えられている。
　ウマ科動物が蚊に刺されて感染した場合、5～
15日で臨床症状が発現する。ウマ、ラバまたはロ
バのEEEV感染症は重症化しやすく、発症馬の90%
は生存できない。臨床症状は、発熱および／あるい
は反応の鈍化（以前に本症は「眠り病（sleeping 
sickness）」と呼ばれていた）から失明、運動失調、
頭部の押し付け、起立不能、発作、そして死に至る
ことがある。急性期の発熱時の体温は非常に高い
場合がある（時に40.6～41.1度）。
　EEEの臨床症状は、ウエストナイル脳炎または
ウマヘルペスウイルス1型による脊髄脳症などと
重なるため、検査室での確定診断が重要である。臨
床症状、発生に適した環境および予防接種歴の不
備などに加え、IgM捕捉ELISAによる血清学的検査

が陽性であった場合、EEEが強く疑われる。死亡あ
るいは安楽殺されたウマでは、脳組織からのPCR
法によるEEEV遺伝子の検出やウイルス分離、ある
いは脳組織標本の特異的染色によって、確定診断
ができる。
　すぐに入手できる効果的なUSDA認可ワクチン
があるにもかかわらず、毎年のように北米のウマ
はEEEの犠牲となっている。米国馬臨床獣医師協
会（AAEP）は、EEEワクチンを重要な予防接種と位
置づけ、ウマの年齢や地域など特定リスクに基づ
くガイドラインを出している。EEEワクチンは不
活化ワクチンのため、子馬の防御免疫獲得のため
には、2回ないし3回の基礎接種が必要である。
　2014年には、15州で合計136例のEEE発症馬が
報告された。USDA動植物検疫所（APHIS）獣医部

（VS）は、米国疾病管理予防センター（CDC）や州の
家畜衛生および公衆衛生の防疫官と協力し、ウマ
のEEE症例に関する情報を交換し、各州における
ウマの発症例を確認している。CDCは、ヒトや動物
におけるEEEを含むアルボウイルスの活動を追
跡、報告するために使用している、電子的サーベイ
ランスおよび報告システムであるArboNETを用い
て、EEE症例情報を収集している。ウイルスの流行
期に、APHIS獣医部は、ウマのアルボウイルス症例
の情報を州の家畜防疫官に周知するとともに、確
定症例数をUSDAの馬伝染性貧血情報ウェブサイ
ト (http://www.aphis.usda. gov/animal-health/equine-health)
上で公表している。

連絡先：
Eileen N. Ostlund 
eileen.n.ostlund@aphis.usda.gov
(515) 337-7551 
National Veterinary Services Laboratories 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Ames, Iowa

および

Rebecca Jones 
rebecca.d.jones@aphis.usda.gov
(970) 494-7196 

Surveillance Design and Analysis Center for 
Epidemiology and Animal Health 
STAS/VS/APHIS/USDA 
Fort Collins, Colorado 

症候群サーベイランスおよび空間疫学
　 症 候 群 サ ー ベ イ ラ ン ス（ s y n d r o m i c  
surveillance）とは、疾病発生の調査において、疫学
研究者にリアルタイムの分析とフィードバックを
提供するために、既存の健康に関するデータを用
いることである。空間疫学（spatial epidemiology）
とは、疾病の分布と健康状態に関する研究をする
健康地理学の一分野である。両方法を利用するこ
とにより、相関研究に用いる疾病の地理的マッピ
ングや、疾病のかたまりの検出（例えば、特定の疾
病あるいは症候群が、空間的、時間的に非常に近接
して通常とは異なる高い頻度で発生している状
況）が、可能となる。これらの手法は、医学あるいは
獣医学において、疾病の発生やバイオテロをより
早期に発見するために用いられる。
　過去10年間に、ケンタッキー大学獣医診断研究
所（UK VDL）は疫学部門を設立し、動物の健康を監
視する、多角的なサーベイランス・報告および警報
システムを立ち上げた。UK VDLは、独自の症候群
性事象のシミュレーターを使用して、疾病発生の
早期の予測とモデル作成のためにケンタッキー州
の動物の健康を監視し、そのために検査結果や症
候群性の事象（例えば流産、呼吸器疾患、死亡数）を
用いている。このシミュレーターは、日々発生する
症候群性の事象を監視し、直近29日間のデータと
合わせて「30日間の可動ウインドウ」を作成する。
次にこれらのデータは、過去5年間の中の同一期
間枠のデータ（例えば、時間と場所を指定した平常
時の疾病発生率）と比較される。この数学的な手法
によって、我々はある特定事象の発生が統計学的
に増加しているかどうかを計算することができ
る。いかなるデータも疾病の増加を示す場合には、
地図上に記入され、UK VDLの疫学研究者に対し
て、疾病が集団発生している可能性があることを
警告する。本プログラムによって集団発生の可能
性が示唆される場合、疫学部門によって調査、確認
される。疾病あるいは死亡数の増加が確認される

と、UK VDLは、ケンタッキー州の獣医師および当
局に対して注意喚起をする。　
　サーベイランスだけではなく、UK VDLは剖検症
例および検査データを利用して、ケンタッキー州
の動物健康地図を作製し、我々のウェブサイト
vdl.uky.eduにおいて公表している。利用者は、ケン
タッキー州のどの郡でもクリック一つで、先月に
どのような疾病が診断されたかを見ることができ
る。ある郡の情報が無いということは、その郡につ
いてはUK VDLにおいて何も診断されなかったこ
とを意味する。地図は、疾病が診断された所有者あ
るいは具体的な場所を特定するものではなく、従
事した獣医師が存在する郡のみを示す。このこと
により、クライアントに対する守秘義務が果たさ
れ、同時に利用者に対して、自分たちの地域で疾病
が確認されたという情報を提供することができ、
防疫対策が遂行あるいは強化される。
　症候群サーベイランスおよび疫学を空間的に認
識する方法は、常に進化し、改善されている一方
で、これらの方法にはいくつかの課題もあること
に留意しなければならない。空間疫学は、その大部
分がデータ分析に基づいている。このため、データ
収集を常時行い、かつ正確でなければならない。現
在UK VDLが用いている症候群サーベイランスは、
この研究所のみで収集したデータに依存してい
る。獣医師や他の研究所からの野外データを包含
することによって、この重要なサーベイランス技
法はさらに強化されるのである。

連絡先：
Dr. Jacqueline Smith 
jsmit8@uky.edu
 (859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, Kentucky 

ケンタッキー州の蚊
　ケンタッキー州には、様々な繁殖地と生存戦略
を持った50種類以上の蚊が生息する。その中に
は、大雨で一時的にできた水溜りで繁殖するもの
や、乾期にわずかに残った停滞水で繁殖するもの

もある。
　ケンタッキー州に生息する蚊の多くは、凍結に
対して抵抗力のある卵で越冬し、長期に亘って厳
しい環境下で生存できる。イエカ(Culex pipiens)の
ように、安全な場所において成虫として越冬する
蚊も数種類ある。それらの蚊は厳しい寒さに対し
て弱いが、たとえ冬にその多くが死ぬとしても、多
くの昆虫と同様に晩夏までには多くの子孫を残す
だけの繁殖能力を持つ。
　いくつかの種類の蚊がウマを吸血し、皮膚の反
応から疾病の伝播までの様々な影響を与える。蚊
の唾液中に含まれるタンパク質は、刺した際に不
快感の原因となり、感受性の高い個体に皮膚反応
を引き起こす。キンイロヤブカ(Aedes vexans)は、
広範囲に生息している害虫であり、どのような水
溜りでも10～14日間で成虫になる。この蚊は、州
のいくつかの場所において重大で慢性的な問題を
引き起こし、毎年数世代にわたって繁殖する。メス
の蚊は、日中に草むらに潜み、夕暮れから日没後に
活発に刺す。数週間は生存し、その間に数マイルも
の距離を移動することがある。夜間にこれらの蚊
が多数吸血することにより、牧草地にいるウマに
皮膚炎や掻痒感を起こす。
　吸血特性、ウイルスの維持能や感染能、吸血時の
宿主嗜好性が、どの種類の蚊が疾病のベクターと
なり得るかということに影響する。主に哺乳類を
吸血する種類の蚊がいる一方で、鳥類を吸血する
種類もいる。また、日和見的に吸血動物を選ぶ種類
もある。鳥類嗜好性の蚊(アカイエカ群)は、様々な
鳥類で東部ウマ脳炎、セントルイス脳炎、ウエスト
ナイルウイルスの感染環を維持できる。これらの
蚊のあるものは、初めに感染している鳥を吸血し、
ついで哺乳類を吸血し、いわゆるブリッジベク
ターとして役割を果たしている。
　米国中にウエストナイルウイルスが急速に拡
がったことで、ウマとヒトを守るためにベクター

である蚊の対策を早急に実施する必要があった。
蚊の対策には、発生源を減らす、網戸の設置、忌避
剤や殺虫剤の使用など、複数の方法が同時に行わ
れる。幸いにも、鳥類での免疫による選択圧、ワク
チンの開発と登録、蚊の対策などのいくつかの要
因により、ウマの年間症例数は2002年における
513例から2004年の8例に急速に減少した。2004
年以降、毎年数例が診断されているが、ワクチンが
発生を低く抑えるのに重要な役割を果たしてき
た。蚊の対策を含む適切な予防計画は、疾病対策に
重要である。
　ジカウイルスやネッタイシマカ(Aedes aegypti)
は、この数週間においてマスコミに大きく取り上
げられてきた。ネッタイシマカは本来ケンタッ
キー州に生息する蚊ではなく、ジカウイルスがウ
マに病気を起こすという証拠はない。しかしなが
ら、ヒトの健康に関しては問題となっている。この
蚊の幼虫は、ごく少量の容器あるいは自然にでき
た水溜り（わずか1/4インチ（約0.6 cm）の深さ）で
も成長できる。ネッタイシマカは日中に活動し、な
かでも最も活発なのは早朝と夕方である。通常、
ネッタイシマカは繁殖地から100～300ヤード

（約90～275 m）しか移動しない。よって、繁殖地
を減少させることは、この蚊の対策として重要な
方法となる。DEETなどの忌避剤は、この蚊が最も
多く発生する8月下旬に、ヒトが蚊に刺されない
ように防護するのに非常に効果的である。

連絡先：
Dr. Lee Townsend 
Lee.Townsend@uky.edu
(859) 257-7455 
Department of Entomology 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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◆経緯と版権に関する注意
　2014年12月2日に東京大学にて、日本ウマ科学
会（会長：青木　修）の臨床委員会が主催する外国
人獣医師の招待講演に米国からスコットモリソン
先生が招聘された。モリソン先生は、米国ケンタッ
キー州Rood and Riddle Equine Hospitalの経営者
の一人として蹄病センターの運営を委されてお
り、蹄病専門の獣医装蹄師としても先頭をきって
ご活躍されている。この講演会で配布された参考
資料はVeterinary clinics of north America; Equine 
practice. Vol.26(2), Aug, 2010に掲載された
Chronic laminitis; Foot management. (Scott 
Morrison)をベースに編集されたものであった。そ
のため、掲載写真には版権がついており、これまで
公開することができなかった。今回、この雑誌発行
元であるElsevier社から版権を購入し、写真付きで
解説記事の翻訳を2回に分けて公開できる運びと
なった。なお、発行元であるElsevier Saunderes社
が元版の版権を持っている関係から、本誌記載の
いかなる和訳文章も写真も転載が禁じられている
のでご承知いただきたい。

著作権処理̶
License No:  3552301104308
License Date: 19/Jan/2015
License Type: Journal/Magazine
Publication:  Veterinary Clinics of North America: 
Equine Practice
Original Work ID: S0749073910000489
Title:  Chronic Laminitis: Foot Management
Copyright holder: Elsevier

はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。
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要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

図1
Nanric ultimate cuff (Nanric, Lawrenceburg, Kentucky)； 前方へ
の反回の促進と深屈腱の蹄骨牽引力の減少を目的に、蹄尖に
ロール状の上弯と10度の傾斜角をもった厚尾とを付設してい
る（A）。さらに蹄下面に保護材を付設し、蹄壁にアクリル製ある
いはエポキシ製樹脂による接着帯を巻き付けて固定する（B）。

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

図2
A: 蹄尖域葉状層にかかる張力を減じる効果がある上弯が付設
された蹄鉄。この蹄鉄は、蹄形状や蹄壁強度にあわせて、蹄釘で
も接着性樹脂でも取り付けることができる。BとC: 上弯（蹄鉄
外下縁のみを鑢削したこの処置は下狭処置と呼ばれる）を付設
したハート型連尾蹄鉄(B)、蹄底保護材(C)

図3
A: ポリウレタン系接着剤（スーパーファースト）で接着した木
製蹄鉄
B:  series II wedgeタイプ(Sound Horse社製) をアクリル系接着
樹脂（エクイロックス）にて接着。黒色色素を混ぜた樹脂を使
用。
C: モリソン・ローラーモーション蹄鉄にヒール・プレートをア
ルミ溶接して、ＡＣＳを充填。釘打ち装蹄。

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

図4
蹄匣（鞘）の変形を来した慢性蹄葉炎

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

図5
A:  踵に介添え無くつま先だけで起立した場合、体重はつま先
により多くかかる。B:  板の上に立ってもらいその板を持ち上
げた場合、足全体に荷重しており、つま先への負担は少ない。

図6
蹄前面の蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつかる部分
が反回ポイントの付設位置として適している。

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

図7
蹄踵負面を多削した慢性蹄葉炎（A）に厚尾（ウエッジ）と上弯
を付設（B）。装蹄により、蹄骨の下面にはより均等な荷重分配が
なされ、反回は促進され、深屈腱の蹄骨牽引力は減じると考え
られる。装蹄前（C）と後（D）の側望レントゲン所見では、装蹄し
たからといって蹄骨の地面に対する傾斜角、ロール状に蹄鉄外
下縁を鑢削した処置（下狭処置）、上弯といった蹄下面形状には
見た目の変化はないことがわかる。しかし、負面を削切により
整えて、蹄鉄を介して地面に接していることで力学的にはより
安定した荷重が得られていると考える。

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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はじめに
　蹄葉炎とは、蹄匣（鞘）内で末節骨（以下蹄骨）を
吊り下げる支持装置の病気であり、様々な程度の
構造的な傷害を起こし、慢性化しやすい。最終的に
は蹄の負重性機能障害が起こることから、蹄葉炎
に対する効果的な治療には力学的に対処した護蹄
管理計画が必要となる。適切なリハビリを施され
た多くの蹄葉炎症例では、競技や軽運動に耐え、繁
殖にも供用できるし、また、放牧可能な状態にまで
回復させることができる。その一方で、力学的に不
安定な状態が継続すると、許容できるレベルまで
回復することができない症例も多い。今回、どのよ
うに急性蹄葉炎の傷害を最小限にするのか、慢性
蹄葉炎を機能的に回復させたらいいのかを理解す
るために、蹄病治療専門医（ポディアトリスト; 
Podiatrist）が知らなければならない指（趾）の正常
な支持構造、蹄の生体力学、蹄葉炎に罹患した蹄に
作用する力学的負荷がもたらす構造的異常につい
て説明する。

葉状層の傷害に関与する荷重や力学的ストレスの
役割
　蹄骨はこれを囲むように存在する葉状層によ

り、蹄匣（鞘）から吊り下げられている。とはいえ、
正常蹄では葉状層のみが蹄骨の支持の全てを担っ
ているわけではない。蹄底のアーチ構造と枯角（厚
みを増した角質組織）も、荷重の一部を支えてい
る。健康な跣蹄馬を見れば、蹄底の材質や立体構造
からこれらが支持構造であることが理解できよ
う。しかし、飼育されている装蹄馬の多くは、蹄底
の機能が失われている傾向にある。その場合、葉状
層がより多くの支持を担う。蹄底はふつう地面か
ら浮いており、体重負荷（荷重）を受けないため自
然と縮むか、あるいは意図的に削蹄されて凹んだ
形状（アーチ）をしている。ところが、蹄底が薄いと
アーチができない。蹄底が菲薄化した脆弱な蹄は、
厚い蹄底を持つ健全な蹄に比べて、負重性蹄葉炎
を罹患しやすい傾向にあるとの報告もある。正常
な指（趾）の荷重様式に関する知識は、蹄葉炎に対
処する装蹄療法を策定する助けとなる。最も重要
なことは、正常蹄で駐立する際、蹄尖部に荷重がか
かる傾向がある点である。圧力マット（センサー）
を使った調査研究では、駐立時の荷重の中心は遠
位指（趾）節間関節（蹄関節）の回転中心（関節の可
動半径の中心点）より前方に位置しており、それは
蹄叉尖の直後やや内側に相当した。球節が沈下す
るよう体重が加わった場合、深屈腱には張力がか
かり、この腱の付着部となる蹄骨は牽引され、蹄関
節には軽度の回転力が発生する。すると、蹄関節の
中心から前方に荷重の中心が位置するようにな
る。いっぽう、深屈腱切断術を行った慢性蹄葉炎3
症例では、荷重中心は蹄叉尖からさらに後方の蹄
関節の中心直下に移動していた（S c o t t  E .  
Morrison 非公表2008）。このような荷重中心の後
方への移動によって、駐立時の蹄尖部への力学的
ストレスは軽減される事実をまずは把握しておき
たい。

蹄葉炎の傷害の評価
　葉状層の傷害や蹄骨の掌側変位を伴った蹄匣

（鞘）の傷害は、外貌観察や正常と比較して異常な
形態を計測することで評価される。慢性蹄葉炎の
殆どの症例では、ある程度の葉状層の剥離と蹄尖
方向への蹄骨の回転性変位（ローテーション）があ
る。ローテーションは蹄骨変位の最も一般的な形

態である。少数だが“シンカー”と呼ばれる垂直に
沈下した変位も起こる。単純なローテーションや
シンカーだけではなく、内側や外側への片側性
ローテーションが起こることもある。さて、蹄尖方
向への蹄骨ローテーションの発生は、駐立の際に、
蹄前方に加わる荷重と深屈腱の牽引と深く関連し
ている。蹄尖の葉状層は、蹄側や蹄踵よりも強い張
力により緊張している上に、蹄踵は蹄叉など別の
支持構造が存在するのに対し、蹄尖は葉状層に
よってのみ支持されている点に特徴がある。急性
蹄葉炎では、最大荷重時、最初に葉状層の剥離性変
化が起きるのは蹄尖域であろう。多くの蹄葉炎症
例を観察した私の経験では、不同蹄、アップライト
の蹄（高蹄）、クラブフット蹄では、蹄葉炎に罹患し
た際の蹄骨ローテーションの度合が通常蹄に比べ
て重度である。反対に、著しく蹄踵が低い蹄（低蹄）
では、一般的に、高蹄に比べるとローテーションの
発生は少ない。しかし、低蹄では、蹄踵側で蹄骨沈
下が発生することがある。Barryらは、蹄角度が低
い蹄では蹄踵部で荷重し、蹄角度の高い蹄では蹄
尖部で荷重することを報告している。それゆえ、蹄
形は荷重の仕方に影響し、蹄葉炎を罹患している
蹄では蹄骨変位のタイプとも関係すると言える。

蹄葉炎の病的ステージ
　蹄葉炎は、幾つものステージに分類できる。初期
ステージは蹄葉炎の病態形成期に相当し、血液循
環が変化することから始まる。通常、このステージ
は他の全身的な病気によって発生するが、葉状層
はまだダメージがない。第2ステージとなる急性
期の特徴は、蹄の疼痛と指（趾）動脈の拍動亢進の
2つの徴候を示し、臨床的に発症したと捉えられ
るステージである。殆どの馬は、このステージに達
した後、第３ステージとなる亜急性期に入る。これ
らの症例は、原因が解決されるなら伝統的な治療
法で回復する。それ以外の症例は、72時間以上に
わたる蹄の疼痛や蹄骨の変位（ローテーション、シ
ンカー、その両方）を特徴とするいわゆる慢性期に
分類されるステージに移行する。このステージは、
さらに代償性（安定型）と非代償性（非安定型）の慢
性蹄葉炎に分類できる。
　代償性（安定型）慢性蹄葉炎の定義は、蹄骨が変

位するが、その後、構造的変化の進行が止まってそ
の形で安定するものである。慢性蹄葉炎において
“安定した”という意味は、蹄骨が長期間にわたり
可動せず、その蹄が蹄底や蹄壁をつくりだすこと
ができる状態である。しかし、症例によっては、こ
の角質産生速度は遅くなったり、歪んだ形で産生
されたりする。
　一方、非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄骨
の変位が不安定なままで、蹄底や蹄冠の知覚部は、
常時、剪断されたり圧迫されたりする。このため、
蹄壁や蹄底での角質産生に異常を来す。これらの
症例は、通常、慢性膿瘍や強い疼痛を伴い、最終的
に蹄骨の骨髄炎に進行するものも多い。

急性蹄葉炎の治療法
　急性期では、罹患馬に対する徹底した検査と全
身的な症状に対する治療が必要である。初期の対
処は、多くの骨格筋傷害と同様に、傷害を受けた組
織の変性や変位を抑制し、休養を与え、全身的な抗
炎症剤の使用が必要となる。葉状層の傷害の範囲
を正確に測定することは不可能なため、全ての急
性症例は緊急に非安定型慢性蹄葉炎だと思って治
療すべきである。つまり、脆弱化した葉状層に可能
な限り傷害が加わらないように管理する。馬は繊
細に扱われるようにし、不必要に動かすべきでは
ないが、深い敷料が敷かれている馬房に移すなど
の必要はある。側方から撮影したレントゲン写真
は、改善や悪化の進行状態を確認する基礎所見と
して撮影しておく。傷害を受けていない側の蹄の
簡易的検査も、両側性の跛行の発生の有無とその
原因を確認・探査するために必要である。
　ひとたび急性蹄葉炎と診断されたなら、蹄骨の
変位を制限したり、予防したりするために力学的
対策を実施すべきである。これらには、1)負重を
担っている構造物（蹄叉、蹄底、蹄支）への補助、2)
遠位指（趾）節間関節を回転させるモーメントアー
ムの短縮、3)最も荷重ストレスが加わっている部
位から最小の領域に負重を再分配、という3つが
含まれる。殆どの蹄（蹄骨）がローテーションする
傾向があることから、深屈腱緊張による蹄関節の
屈曲を減少させるため、急性期には厚尾蹄鉄など
で蹄踵部を高くする。蹄踵を高くすることにより、

深屈腱の張力が低下することが報告されている。
Reddenは、蹄踵を10度高く上げて反回点を十分後
方に移動させ、地面に対する蹄骨の傾斜角を20度
まで上昇させることで、明らかに負重性蹄葉炎の
発生を減少できたと報告している（図１）。
　レントゲンによる初期検査の後、蹄に適切な支
持を与え、完全に馬房で休養させるべきである。穀
物や可溶性炭水化物を含んだ飼料は与えないよう
にする。たとえ誘因が炭水化物の過剰給与でない
としても、葉状層の損傷を進行させる原因となる
可能性のある飼料の給与は避けるべきである。炎
症の抑制（NSAIDS、DMSO、オメガ３脂肪酸給与）、
葉状層の血液供給の改善（アセプロマジン、イソク
スプリン、ペントキシフェリン）、血小板凝集の阻
止（アスピリン、ヘパリン）、そしてMMP抑制（ドキ
シサイクリンの経口投与＊）を目的とした獣医療的
な治療は熟慮に値する。蹄葉炎の病態形成期に始
まる72時間の寒冷療法（低温療法；クライオセラ
ピー）は、急性蹄葉炎の予防や悪化の軽減に効果が
あることが示されており、すでに急性期に入って
いる症例にとっても、ある程度の治療的メリット
があるだろう。私は、急性期の最初の72時間は寒
冷療法を用いることを好む＊＊。（訳注；＊静脈内投
与は禁忌。日本で繋養している競走馬でドキシサ
イクリンを投与すると疝痛になりやすい。＊＊こ
れはあくまで蹄骨の下方変位がない急性期に行う
寒冷療法であり、蹄骨が変位した慢性期に使うと
循環障害から組織再生が抑制されて治癒を妨げ
る。また、負重性蹄葉炎には不向きであることが知

られている。）
　罹患馬に抗炎症剤が必要なくなり、レントゲン
上でも蹄骨変位がない状態で1週間は正常に歩き
つづけられるようになるまで、完全な馬房休養と
蹄への適切な支持を実施する。最初に10度のウ
エッジが付設されていたならば、このウエッジの
高さを半分に軽減し、それから1週間は再度様子
を見るべきである。この蹄踵挙上の操作が馬に
とって快適でない場合、除去したウエッジを付設
仕直すこと。再度、ウエッジの高さを下げるには、
1週間は歩きが健全であるのを見計らってから行
う。抗炎症剤を使わず、かつ5度のウエッジのみで
1週間、正常な歩様を示した段階で初めて釘また
は接着剤で蹄鉄を装着する。このステージでは、蹄
鉄を接着剤で装着する方が衝撃が小さく、より保
存的な対応となる。しかし、症例によっては経費が
高くなるだろう。この最初に装着する蹄鉄は、葉状
層に加わるストレスを軽減するため蹄底または蹄
叉で支持する構造を持たせ、鉄頭部は下狭にする
か上彎を付設する（図２）。急性蹄葉炎では、葉状層
の損傷程度を評価することができないので、急性
蹄葉炎を発症後30日以上、馬が正常に生活をとり
戻したのを確認するまでは、保存的処置を辞めて
はいけない。炎症や構造的異常を発見する目的で、
この期間における頻繁な蹄の観察と検査が必要で
ある。もし、多少でも蹄骨の変位が発生したら、そ
の蹄は蹄葉炎の慢性期に入ったと考え、治療計画
の変更を行う。

急性期における蹄踵挙上の効果について
　自分の経験では、急性症例の多くが蹄踵挙上に
良好に反応しているが、ウエッジを適応した後に
症状が悪化する症例もいる。これは、蹄側部と蹄踵
部の葉状層の傷害と関連しているかもしれない。
蹄踵挙上は、深屈腱の張力を低下させるものの、荷
重中心を蹄踵側に移動させるので蹄側壁と蹄踵壁
への力学的ストレスは増加する。もし、蹄踵と蹄側
部の葉状層が損傷されていたら、挙上により痛み
が発生あるいは生じることもある。安定しない蹄
骨が蹄匣内で前方に滑りやすくなるので、蹄尖の
葉状層と蹄底真皮へ剪断力や圧迫力が発生すると
考えられる。葉状層の懸垂装置（蹄骨を吊す機構）
は主に張力に対抗するように作られているので、
このような蹄骨のズレによる剪断力や圧迫力の増
加は組織傷害と疼痛を発生させうる。罹患馬がウ
エッジによる治療で悪化した場合、このウエッジ
を取り除き、蹄を自然な角度に戻すべきである。私
の経験では、これらの症例に対しては、蹄底支持と
全方向に反回を促進させる特殊装蹄、または遠位
指（趾）節間関節を回転させるモーメントアームを
短縮する特殊装蹄で改善している。これらの特殊
装蹄は、木製蹄鉄、ブーツ、蹄壁／蹄のキャスト、シ
ガフーズのシリーズⅡ、ハンドメイドの蹄鉄、歯科
用の充填剤、馬下肢部支持装置（EDSS）（図３）など

多くの特殊装蹄器材を使用することで達成でき
る。この蹄骨懸垂機構が維持されている限り、これ
らの特殊装蹄処置は素早く、非侵襲的に問題なく
使用できる。

代償性（安定型）慢性蹄葉炎compen s a t e d  
laminitic footにおける蹄の再構築
　このカテゴリーで扱う代償性（安定型）蹄葉炎と
は、趾軸異常を起こしてはいるものの（蹄骨ロー
テーション5°以上）、蹄としてある程度の堅牢性
と安定性を維持している慢性蹄葉炎である。この
類の蹄の再構築を試みるならば、蹄尖域の葉状層
が構造的に傷害を受けた後の蹄のバランスをいか
に適正に整えられるかが鍵となる。このタイプで
は、蹄踵が過剰に生長する一方、蹄尖壁の生長は鈍
化して踵の高い蹄になる。それでも葉状層を介し
た深屈腱と末節（蹄）骨の牽引バランスはとれてい
る（図4）。6-13度の蹄骨ローテーションのある蹄
葉炎のポニーでは、COP（蹄下面の荷重中心）は、蹄
関節の回転中心から降ろした垂線が蹄下面と交わ
るポイントより後方にずれる。この現象は、蹄匣

（鞘）の変形、趾軸異常および肢勢変化の結果とし
て起こるようだ。蹄踵が過剰生長するのは、蹄への
荷重と深屈腱がダメージのある葉状層を引っ張っ
て傷害をさらに助長しないようにうまく蹄のバラ
ンスをとるためと考えられる。事実、ゆっくりと進
行する慢性蹄葉炎では、蹄踵が伸び高蹄に変形す
ることで、治療なしに自ら機械的傷害を修正して
いく。この蹄形の適応は装蹄療法を考慮する上で

大いに参考にすべきものである。
　蹄葉炎に罹患した蹄の多くは、傷害を受けた葉
状層が本来の機能を失って蹄尖壁との連結を無く
してしまう。いくつかの症例では、蹄尖ではなく内
蹄側や外蹄側との連結（内／外側シンカー型、まれ
にhorizontal plane型蹄葉炎と呼ばれる）、あるい
は蹄の全周にわたって蹄壁との連結を失う（シン
カーが顕在化する）。全ての蹄壁と蹄底が継続的な
生長を維持している限り、シンカー型蹄葉炎とい
えどもこのカテゴリー（代償性慢性蹄葉炎）に分類
される。
　繰り返すが、慢性蹄葉炎に罹患した蹄匣（鞘）は
正常な荷重に正しく対応できないことが重要ポイ
ントである。健常蹄と異なり、荷重を受けなければ
ならない損傷域では、生長速度は極めて遅くなる。
過度の荷重を受けているならば、蹄組織は圧迫を
受け、正常な血流は障害され、蹄皮再生に影響が出
るだろう。しかしながら、代償性慢性蹄葉炎では、
角質産生の基礎である蹄冠や蹄底の真皮は全て健
全であるため、特殊な削蹄や装蹄によって変形し
た蹄匣（鞘）の生長を改善し、偏りのない荷重を実
現することができる。最終的に蹄が特殊装蹄の助
けを借りてバランスを取り戻すことができたな
ら、蹄匣（鞘）の変形という問題は改善されるであ
ろう。長期的目標は、1）蹄尖側の蹄底の厚みを増
加させること、2）蹄尖壁と蹄踵壁の生長速度を同
程度になるよう改善すること、3）時間とともに、
蹄骨の底縁傾斜角を正常値（0-5°）に戻すこと、
4）その状態が馬にとって心地よいかを評価する
ことにある。この長期的目標は、正常な蹄底厚を達
成し、高過ぎも低過ぎもしない正常な蹄踵角度を
最小限の力学的介入（護蹄）で維持できるレベルで
ある。護蹄管理には大きく分けて、削蹄のみによる
管理と削蹄を含めた“装蹄”による管理の二つの要
素がある。削蹄の目指すべきところは、趾軸一致の
確立、蹄への荷重を均等にして、バランス良く整形
することにある。一方、蹄鉄は蹄を支持できるよ
う、どの方向にも反回が楽になるように、また深屈
腱の蹄骨牽引に対処できるようにデザインする必
要がある。
　削蹄では、まず、“生きている”蹄底の角質（生角）
に到達することなく、蹄踵負面を後方に移動させ

るように削ることから始まる。ここで言う“生きて
いる”蹄底とは、比較的しっかりと詰まった質感を
しており、蹄底の枯角よりも水分含量が高い部分
と定義する。各蹄形における限界と制限を念頭に
おいた上で、削りすぎて痛みが出ない程度に、蹄踵
は可能なかぎり後方に下げるよう削切（さくせつ）
する。通常、蹄支角を親指で押しながら、蹄踵を削
りすぎていないか確認する。いくつかの症例では、
蹄骨ローテーションに内・外側方向といった片側
性の変位が加わることがある。蹄骨の内外側バラ
ンスも、削蹄によって可能なかぎり矯正を試みる
必要がある。明らかに、蹄踵の高さを減じること
で、底縁傾斜角の調整が可能となり、荷重の支持基
盤を後方へずらすことができる。しかしながら、そ
うすることで深屈腱の緊張を増すことになり、蹄
尖の葉状層に負荷をかけることになる。この緊張
は蹄骨ローテーションを助長することになってし
まう場合がある。その場合は、厚尾（こうび）蹄鉄な
どを用いて蹄踵を高くし、反回促進のために蹄尖
部を強くロール状に曲げた上弯を付設した装蹄で
対応する。厚尾蹄鉄と反回ポイントを後方にずら
すセットバックの併用は、蹄骨を後下方に引っ
張って蹄骨ローテーションを助長する深屈腱の緊
張を緩和する効果をもつ。
　厚尾あるいはウエッジを用いる場合、蹄踵を挙
上する程度は、最低でも削られた蹄踵と同じだけ
必要となる。ここで、「どうして蹄踵を削切するの
に、ウエッジを付設する必要があるのか」という疑
問が出るかもしれない。その答えは単純で、均等な
荷重分配にある。慢性蹄葉炎においては、蹄踵の削
切は、蹄骨と地面のより正しい関係の回復をもた
らし、深屈腱の張力を適正に整えることに貢献す
る。経過の長い慢性蹄葉炎ではとくにそうだが、厚
尾を付設することなく蹄踵負面を多削してしまう
と、短縮した深屈腱の影響で蹄踵負面に“浮き”の
効果がでてしまう。これを放置しておくと蹄尖に
痛みが再発しやすい。力学的に適正な例とは言え
ないが、わかりやすい身近な例として説明してみ
よう。人が足底を地面に対して45°となるように
つま先立ちするなら、全体重はつま先に集中する
であろう。平らなボードに立っている人をその
ボードごと45°に傾斜させると、地面に対して傾

いた足の状態になり、前者と同様、足底の角度は地
面に対して45°となる。ところが、足の下面に分
散する荷重の仕方は両者で大いに異なる。板に
立って板ごと傾斜が与えられた人では、蹄尖から
踵にかけて荷重がかかっている。これは、厚尾蹄鉄
を履いている馬と同じようなもので、足の下面へ
の荷重分散はつま先立ちより均等に分配されてい
る。一方、つま先立ちの場合は、つま先に体重負荷
が集中してしまう（図5）。蹄踵負面に“浮き”の効果
が出た状態で放置するならば、蹄尖に荷重が集中
しやすいが、これと似ている。

　蹄鉄の２つめの効用は、反回を楽にする、すなわ
ち蹄関節回りのモーメントアームを小さくする効
果である。反回ポイントを自然な蹄の荷重中心に
一致させた場合、直線運動では蹄への力学的なス
トレスは小さくなる。私は、いつも蹄前面に位置す
る蹄冠から地面に垂線を降ろし、蹄下面とぶつか
る部分に反回ポイントを付設している（図6）が、
このポイントは蹄下面の荷重中心と概ね一致して
いる。また、蹄鉄の前４分の１をロール状に変形さ
せることは、馬が方向転換する際の反回抵抗を軽

減する。慢性蹄葉炎を患った葉状層はせん断力に
弱いので、とくに馬の旋回では疼痛や一時的な傷
害を受けやすい。それゆえ、内・外側への容易な蹄
反回が求められる。内外側への反回の促進には、蹄
尖から内外の蹄側までをロール状に上弯とする必
要があり、蹄の最大横径部に相当する内・外蹄側に
位置的に一致する蹄冠から垂線を降ろし、これが
蹄負面にぶつかる領域近くまでにロール状に上弯
を付設するのが良い（図6, 7）。蹄鉄の第三の効用
は、蹄のサポート力にある。軸側（蹄の正中側）のサ
ポートは、体重のかかる蹄負縁に囲まれた蹄底に
他の構造物を詰めることで実施できる。体重は、蹄
叉、蹄叉中溝、蹄叉傍溝、蹄底および蹄支に分散さ
れるが、これらに充填剤による補填を行うと、葉状
層への力学的負荷が軽減する。蹄底全体は、ポリウ
レタン、シリコンおよびエラストマー（常温でゴム
弾性を有する高分子化合物）などの充填剤を介し
て体重を受けることになる。これらの合成樹脂材
は使い安く、より広い範囲で体重を受け止める助
けになる。有効な合成樹脂材は種々異なり、その硬
さにもバリエーションがある。もっとも、より硬い
物質だとサポート力は強くなるだろうが、薄くて
疼痛のある蹄底領域には使えない。一方、より軟ら
かい物質だと、適応可能な蹄底は多くなるがサ
ポート力はなくなる。削切したばかりの蹄叉と同

様の硬さを示す充填剤に対する馬の反応は、多く
の場合良好である。しかしながら、蹄下面に疼痛が
ある症例では、荷重に耐えられないこともある。そ
ういった例では、より戦略的な蹄軸側への荷重、た
とえばハート型連尾蹄鉄（ハート・バー・シュー）や
蹄叉板（ヒール・プレート）、あるいは種々の硬さに
よる蹄底全体での荷重の実現、あるいは疼痛域を
取り去る刮削技術が必要となる。どのサポート技
術を用いるのが良いのかを決定するためには、蹄
の徹底的な検査が必須である。
　私が一貫して信頼している技術は、蹄底サポー
ト材を充填したら、ヒール・プレートあるいはホス
ピタル・プレートのような硬質板で蓋をするサ
ポート技術である。これは、調整可能かつ保護的な
方法であり、均一かつ持続的な荷重をもたらすこ
とになる。平らではない地面に直接接触するので
なければ、さらなる補強を目指してより硬い材質
の板が使えることもある。この複合的な力学的サ
ポートは、趾軸構造に分散する荷重を変化させ、蹄
底と蹄壁の双方を同程度に生長させるよう促すこ
とで最終的には蹄のバランスがとれるようになる

（図7）。このステージまでもっていければ、複雑な
特殊蹄鉄の構造を簡略化していくことになる。ほ
とんどの症例では、厚尾は1-2°で、蹄尖域の蹄冠
より前方の蹄鉄はロール状に上弯を維持すればよ
い。何例かでは、蹄鉄を用いずに削蹄のみで、蹄踵
を幾分低めに蹄尖負面は蹄冠から前方をロール状
に上弯を付設したベアー・フット・トリム（跣蹄の
ための削蹄）の形状に徐々に整えていくこともあ
る。私はこれらのケースでは、適正な蹄底厚および
蹄骨の位置を保っているかどうかをチェックする
ために、年に3回から4回のレントゲン撮影を勧め
ている。これらのうち何例かでは、まれではある
が、趾軸矯正および蹄底の厚みを確保する目的で
再度蹄鉄を用いた装蹄療法に立ち返らなくてはな
らないことがある。もし、その特殊蹄鉄に反応しな
いならば、その蹄は非代償性（非安定型）慢性蹄葉
炎であると考えた方がよい。

非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎；uncompensated 
laminitic footにおける蹄の再構築
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の蹄の再構築

は、しばしば大変な困難を伴う。典型的なこの手の
蹄は、広範囲にわたる血管損傷、二次感染、蹄冠や
蹄底といった角質産生母体の真皮の重度な損傷を
示す（図8）。非代償性慢性蹄葉炎に対する私の最
初のアプローチは、時に急性蹄葉炎と同様の手技
を用いる。私は通常、どの程度の範囲で安定しない
状態、また組織の圧迫が起こっているかを判断す
るため、初期検査の一つとして血管造影を行って
いる。蹄の外部検査から得られる複合的な情報、血
管造影、通常のレントゲン所見が、その蹄にどのよ
うな治療法が必要かを決定してくれるであろう。
実際のところ、全ての重度な蹄葉炎罹患蹄に適用
可能な体系的な治療法というものはない。各症例
それぞれ異なる顔をしており、ユニークである。こ
れら様々な顔を見せる罹患蹄を扱うには、豊富な
経験、良い判断力、そして調和のとれた装蹄師・獣
医師・馬管理者間の連携と、これに適切な看護が要
求される。蹄角質の正常な生長と堅牢性や、一致し
た趾軸の回復の他、究極的な蹄という器官をリハ
ビリする有用な様々な技術がある。治癒が進展し
ているかどうか、特殊な蹄構造やいくつかの計測
ポイントがどの程度改善されているのかどうか、
といった目標を定めることは重要である。また、理

想的な長期的安定な蹄はもはや得ることができな
い、そして、残された馬にとって最良のオプション
は安楽殺しかないという判断を、どこでどのよう
にするかを設定しておくことは、さらに重要なこ
とである。
　非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎の治療でもっと
も重要な短期目標は、蹄冠と蹄底真皮の保護ある
いは堅牢性の回復、そして、それらの栄養血管の再
構築であろう。我々の究極的目標は、健全な蹄骨の
維持と最終的には趾軸一致の回復そして適正な蹄
底の厚みの回復にある。重要なのは、蹄底挫滅、蹄
底膿瘍、骨髄炎、血漿貯留そして蹄冠帯の亀裂を伴
う崩壊といった複雑な二次病変は、蹄骨が安定せ
ず組織が圧迫されることで引き起こされることを
理解することにある。以上の理由から、蹄骨を変位
させる力から解放し、最終的に蹄骨を趾軸に一致
させるプランを系統立てて作成することなしに、
この手の蹄の治療が成功することは有り得ない。
傷害の範囲および試みた手段によるものの、多く
の慢性蹄葉炎症例が代償性慢性蹄葉炎や急性蹄葉
炎で詳述した特殊装蹄技術による荷重バランスの
回復により治療が成功している。もし、特殊装蹄の
みでは、蹄骨が蹄底真皮を突き破ってしまう、ある
いは蹄がそれ以上改善する様子が見られないなら
ば、時に深屈腱の切断術が正当化される。蹄骨が蹄
底脱しているのに、これを特殊装蹄のみで治療し
ようとすることは治療を長引かせ、また、蹄骨に過
剰な炎症と脱灰を誘発して、その宿主に半永久的
な慢性疼痛をもたらすことになる。深屈腱切断術
は、蹄骨のローテーション力を消失させ、蹄尖域に
血管の再生を促すもっとも手っ取り早い手段であ
る。だが、深屈腱を切断したという事実は将来のそ
の馬の健康を害するかもしれない。蹄の病理を考
えるならば完治には限界がある。なにはともあれ、
蹄骨の保護とその健全性の維持は最優先されなく
てはならない。

図8
非代償性（非安定型）慢性蹄葉炎では、蹄下面（A）や蹄冠帯（B）
に傷害が及び、そのため蹄底角質や蹄壁の形成ができなくなっ
てしまう。

要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。

ウマの前肢の踏着について
―蹄の形態、踏着様式、動きの非対称性についてー

Foot placement of the equine forelimb: Relationship between foot conformation, 
foot placement and movement asymmetry

A. WILSON, R. AGASS, S. VAUX, E. SHERLOCK, P. DAY, T. PFAU and  R. WELLER
Equine Veterinary Journal 2016 ; 48, 90-96.

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋佑治
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要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。
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要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。

文 献 紹 介

　動物の自己血を遠心濃縮して血小板成分を取り
出し、これを利用することで組織修復の促進を図
るという多血小板血漿（PRP）治療がウマの臨床分
野で応用されて久しい。ヒト医療では既に慢性外
傷治療や、腱靱帯疾患を始めとした整形外科疾患
で多く利用されており、最近では骨軟骨損傷、初期
の骨関節炎、関節内骨折、関節内靱帯損傷の治療の
ために関節内にPRPを投与して良好な成績を得た
という報告が散見される。しかし、ウマでのPRPの
関節内投与に関しては報告がほとんどない。そこ
で筆者らは、PRP関節内投与を行うことにより関
節液の成長因子やサイトカイン濃度が高くなり、

その程度はPRPの活性化方法によって異なると仮
説を立て、実験を行った。

【方法】
　7頭の様々な品種のウマから血液を採取し、専
用キットにて自己PRPを作製した。PRPは、① 0.2 
mLの市販のウシトロンビンを2.3 mLのPRPに混
合し活性化させたもの、② 42.5 mg/mLの塩化カ
ルシウム0.2 mLをPRP 2.3 mLに混合し活性化さ
せたもの、③ 活性化させないもの、の3種を準備し
た1)（訳者注：これらの設定根拠は「馬の科学」2014 
vol.51 (3) 245-248 参照）。

　同一馬の四肢球節内に、上記3種および2％生食
をランダムにそれぞれ投与した。薬液投与前に関
節液2 mLを採取し、その後、6、24、48、96時間後に
も関節液を採取した。採材から2時間以内に関節
液を21,000 gで10分間遠心し、上清を採取して－
20℃で保存した。関節液およびPRP内の血小板由
来成長因子（PDGF）、トランスフォーミング増殖因
子ベータ（TGFβ）、インターロイキン6（IL-6）、腫
瘍壊死因子アルファ（TNFα）の各濃度をELISA法
で定量した。また、PRP内のインターロイキン1
ベータ（IL-1β）濃度を定量した。別のin vitroの実
験として、同じ7頭のウマから同様に作製した1 
mLのPRPと、同一馬の手根間関節から採材した
1.5 mLの関節液を混合し、37℃で6時間インキュ
ベート後21,000 gで10分間遠心して上清を採取
した。PRPの代わりに2%生食液を混合して同様の
操作を行い対照とした。PRP、関節液＋PRP混合
液、関節液＋生食混合液中のPDGF、TGFβ、IL-6、
TNFαおよびIL-1β濃度を定量した1, 2)。

【結果と考察】
　各PRPに含まれる成長因子の濃度については、
PDGFは非活性化PRPに比べてカルシウムやトロ
ンビンで活性化させたPRPの方が有意に高く、TGF
βは非活性化PRPに比べてトロンビンで活性化さ
せたPRPの方が有意に高かった。しかし、IL-1β、
TNFαおよびIL-6といった炎症性サイトカインに
ついては、3種のPRPで差が認められなかった。
　関節液内の各成長因子の濃度変化を観察する
と、PDGFはPRP投与前および投与後ともほとんど
検出されなかった。一方、TGFβはPRP投与前から
検出され、投与6時間後では非活性化PRPおよびト
ロンビン加PRP投与群において、24時間後ではト
ロンビン加PRP投与群において、PRP投与前より
も有意に高い濃度を検出した。しかし、いかなる採
材時期においても生食投与群とPRP投与群との差
は認めなかった。
　TNFαやIL-6もPRP投与前の関節液から検出さ
れなかったが、トロンビン加PRP投与群では、投与
6時間後の両サイトカインの濃度が生食群やPRP
投与前に比べて有意に高くなっていた。また、IL-6
については、24、48時間後のトロンビン加PRP投

与群、6時間後の非活性化PRP投与群で、生食群や
PRP投与前に比べて有意に高く、6時間後のカルシ
ウム加PRP投与群、96時間後のトロンビン加PRP
投与群でPRP投与前に比べて有意に高くなってい
た。
　PRPと関節液を混合したin vitroの実験の結果、
関節液とPRPを混合した群では、インキュベー
ション前のPRP内濃度、あるいは生食とPRPを混
合した群に比べ有意に高いPDGFおよびTGFβ濃
度を検出した。 一方、IL-1β、TNFαおよびIL-6で
は、このような差を認めなかった。
　In vitro の実験結果が示すように、関節内では関
節液の剪断力によってPRPの活性化反応が引き起
こされている可能性が示唆された。しかし、in vivo
の結果では期待していたほど成長因子の濃度の上
昇を認めなかった。これについては、PRPの関節内
投与自体が関節液の浸出を引き起こして、PDGFや
TGFβの関節液内濃度を希釈させたと考えられ
た。その一方で、TNFαおよびIL-6の濃度は6時間
後に有意に上昇した。これらは、関節常在細胞（滑
膜細胞や軟骨細胞）あるいは投与後の関節液内白
血球由来であると考えられた3)。また、本実験で使
用したPRPは白血球数が2倍程度に濃縮されてお
り、このことが影響を及ぼしていた可能性も高い。
　本研究成績をまとめると、① PRP内の炎症性サ
イトカインの濃度は低く、② 活性化処置を行って
も濃度が高くならない。一方、ウマにおけるPRP関
節内投与では、③ 関節液の影響によって血小板か
らPDGFやTGFβが放出されるのでPRPの活性化処
置は不要で、④ 中程度の濃度の白血球を含む非活
性化PRPの健康な関節への投与では、軟骨損傷の
指標とされている4) IL-1βやTNFαの関節液濃度
を増やさないことが明らかとなった（訳者注：本実
験では、採取された関節液サンプルが少量で、in 
vivoの実験でIL-1βを測定できなかったようで
す）。PRPが関節内におよぼすカタボリックな影響
は限定的であることが示されたが、同時に成長因
子による治療効果を明確に示すこともできない結
果となり、さらなる研究が必要であろうと考えら
れた。

【訳者コメント】

　PRPの関節内投与によってPDGFやTGFβに著明
な濃度変化が認められなかった一方で、TNFαや
IL-6の濃度上昇が認められたことに対する考察は
やや矛盾が感じられ、不可解といえます。今回のin 
vitro およびin vivoの実験結果を比較すると、関節
液中の各種サイトカイン濃度測定には考慮すべき
様々な要因の存在が示唆され、解釈は容易ではな
いことが考えられました。PRPの関節内投与に
よってもたらされる影響に関する研究はウマでは
依然としてほとんど報告されておらず、さらなる
調査が待たれます。
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ウマ多血小板血漿（PRP）の球節内投与後の
関節液内成長因子およびサイトカイン濃度変化
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after intra-articular injection of a platelet-rich product in horses
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競走馬総合研究所　臨床医学研究室　福田健太郎

　近年、ヒトの関節疾患では多血小板血漿（PRP）の関節内投与による良好な治療成績が報告されている
が、ウマではほとんど報告がない。多様なサイトカインを含有するPRPが関節内でおよぼす影響は不明
であるため、本研究ではPRPを健常馬の四肢球節内に投与し、経時的に関節液を採材して各種サイトカ
イン（PDGF、TGFβ、IL-6およびTNFα）の濃度の変化を調査した。投与6時間後に、PDGFやTGFβといっ
た成長因子の濃度変化はわずかであったが、IL-6やTNFαといった炎症性サイトカインの濃度が上昇し
ていた。投与6時間後を想定したin vitroの実験では、関節液とPRPの混合液における成長因子の濃度が
有意に高い値を示したが、炎症性サイトカイン濃度に変化を認めなかった。これにより、PRPの関節内投
与では活性化処理は必要ではなく、投与後に認められた炎症性サイトカイン濃度の上昇も一過性のも
のであると考えられた。また、成長因子濃度の変化は認められなかった。

要約
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要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。

　動物の自己血を遠心濃縮して血小板成分を取り
出し、これを利用することで組織修復の促進を図
るという多血小板血漿（PRP）治療がウマの臨床分
野で応用されて久しい。ヒト医療では既に慢性外
傷治療や、腱靱帯疾患を始めとした整形外科疾患
で多く利用されており、最近では骨軟骨損傷、初期
の骨関節炎、関節内骨折、関節内靱帯損傷の治療の
ために関節内にPRPを投与して良好な成績を得た
という報告が散見される。しかし、ウマでのPRPの
関節内投与に関しては報告がほとんどない。そこ
で筆者らは、PRP関節内投与を行うことにより関
節液の成長因子やサイトカイン濃度が高くなり、

その程度はPRPの活性化方法によって異なると仮
説を立て、実験を行った。

【方法】
　7頭の様々な品種のウマから血液を採取し、専
用キットにて自己PRPを作製した。PRPは、① 0.2 
mLの市販のウシトロンビンを2.3 mLのPRPに混
合し活性化させたもの、② 42.5 mg/mLの塩化カ
ルシウム0.2 mLをPRP 2.3 mLに混合し活性化さ
せたもの、③ 活性化させないもの、の3種を準備し
た1)（訳者注：これらの設定根拠は「馬の科学」2014 
vol.51 (3) 245-248 参照）。

　同一馬の四肢球節内に、上記3種および2％生食
をランダムにそれぞれ投与した。薬液投与前に関
節液2 mLを採取し、その後、6、24、48、96時間後に
も関節液を採取した。採材から2時間以内に関節
液を21,000 gで10分間遠心し、上清を採取して－
20℃で保存した。関節液およびPRP内の血小板由
来成長因子（PDGF）、トランスフォーミング増殖因
子ベータ（TGFβ）、インターロイキン6（IL-6）、腫
瘍壊死因子アルファ（TNFα）の各濃度をELISA法
で定量した。また、PRP内のインターロイキン1
ベータ（IL-1β）濃度を定量した。別のin vitroの実
験として、同じ7頭のウマから同様に作製した1 
mLのPRPと、同一馬の手根間関節から採材した
1.5 mLの関節液を混合し、37℃で6時間インキュ
ベート後21,000 gで10分間遠心して上清を採取
した。PRPの代わりに2%生食液を混合して同様の
操作を行い対照とした。PRP、関節液＋PRP混合
液、関節液＋生食混合液中のPDGF、TGFβ、IL-6、
TNFαおよびIL-1β濃度を定量した1, 2)。

【結果と考察】
　各PRPに含まれる成長因子の濃度については、
PDGFは非活性化PRPに比べてカルシウムやトロ
ンビンで活性化させたPRPの方が有意に高く、TGF
βは非活性化PRPに比べてトロンビンで活性化さ
せたPRPの方が有意に高かった。しかし、IL-1β、
TNFαおよびIL-6といった炎症性サイトカインに
ついては、3種のPRPで差が認められなかった。
　関節液内の各成長因子の濃度変化を観察する
と、PDGFはPRP投与前および投与後ともほとんど
検出されなかった。一方、TGFβはPRP投与前から
検出され、投与6時間後では非活性化PRPおよびト
ロンビン加PRP投与群において、24時間後ではト
ロンビン加PRP投与群において、PRP投与前より
も有意に高い濃度を検出した。しかし、いかなる採
材時期においても生食投与群とPRP投与群との差
は認めなかった。
　TNFαやIL-6もPRP投与前の関節液から検出さ
れなかったが、トロンビン加PRP投与群では、投与
6時間後の両サイトカインの濃度が生食群やPRP
投与前に比べて有意に高くなっていた。また、IL-6
については、24、48時間後のトロンビン加PRP投

与群、6時間後の非活性化PRP投与群で、生食群や
PRP投与前に比べて有意に高く、6時間後のカルシ
ウム加PRP投与群、96時間後のトロンビン加PRP
投与群でPRP投与前に比べて有意に高くなってい
た。
　PRPと関節液を混合したin vitroの実験の結果、
関節液とPRPを混合した群では、インキュベー
ション前のPRP内濃度、あるいは生食とPRPを混
合した群に比べ有意に高いPDGFおよびTGFβ濃
度を検出した。 一方、IL-1β、TNFαおよびIL-6で
は、このような差を認めなかった。
　In vitro の実験結果が示すように、関節内では関
節液の剪断力によってPRPの活性化反応が引き起
こされている可能性が示唆された。しかし、in vivo
の結果では期待していたほど成長因子の濃度の上
昇を認めなかった。これについては、PRPの関節内
投与自体が関節液の浸出を引き起こして、PDGFや
TGFβの関節液内濃度を希釈させたと考えられ
た。その一方で、TNFαおよびIL-6の濃度は6時間
後に有意に上昇した。これらは、関節常在細胞（滑
膜細胞や軟骨細胞）あるいは投与後の関節液内白
血球由来であると考えられた3)。また、本実験で使
用したPRPは白血球数が2倍程度に濃縮されてお
り、このことが影響を及ぼしていた可能性も高い。
　本研究成績をまとめると、① PRP内の炎症性サ
イトカインの濃度は低く、② 活性化処置を行って
も濃度が高くならない。一方、ウマにおけるPRP関
節内投与では、③ 関節液の影響によって血小板か
らPDGFやTGFβが放出されるのでPRPの活性化処
置は不要で、④ 中程度の濃度の白血球を含む非活
性化PRPの健康な関節への投与では、軟骨損傷の
指標とされている4) IL-1βやTNFαの関節液濃度
を増やさないことが明らかとなった（訳者注：本実
験では、採取された関節液サンプルが少量で、in 
vivoの実験でIL-1βを測定できなかったようで
す）。PRPが関節内におよぼすカタボリックな影響
は限定的であることが示されたが、同時に成長因
子による治療効果を明確に示すこともできない結
果となり、さらなる研究が必要であろうと考えら
れた。

【訳者コメント】

　PRPの関節内投与によってPDGFやTGFβに著明
な濃度変化が認められなかった一方で、TNFαや
IL-6の濃度上昇が認められたことに対する考察は
やや矛盾が感じられ、不可解といえます。今回のin 
vitro およびin vivoの実験結果を比較すると、関節
液中の各種サイトカイン濃度測定には考慮すべき
様々な要因の存在が示唆され、解釈は容易ではな
いことが考えられました。PRPの関節内投与に
よってもたらされる影響に関する研究はウマでは
依然としてほとんど報告されておらず、さらなる
調査が待たれます。
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要約
研究を行った理由：蹄の形態、踏着様式および動き
の非対称性は日常的に跛行検査で評価されるもの
であるが、それらを相互評価した研究は少ない。
目的：普通に飼育されているウマにおける前肢の
蹄の形態と踏着様式を評価し、蹄の形態、踏着様
式、動きの非対称性との関係を調査する。
研究デザイン：観察横断研究
方法： 43頭のウマ（一般的な乗馬が大半を占める）
を用いた。各馬の前肢を左右ともに写真撮影して、
蹄の形態を評価した。硬い平地で常歩、速歩をさせ
た際にビデオ撮影を行い、蹄の踏着様式を分類し
た。速歩時には慣性センサーを用いて頭の動きの
非対称性を評価した。
結果：個体間でも同一個体内においても踏着様式
はバラバラであったが、常歩では「外側後方着地」
が、速歩では「外側着地」が最も多かった。着地様式
は蹄の形態のうち背側および掌側の蹄角度と関連
していたが、他のパラメーターとは関連していな
かった。また、踏着様式と動きの非対称性も関連し
ていなかった。蹄の形態を構成するパラメーター
の内のいくつかは、動きの非対称性と中程度の負
の相関が認められた。
結論：蹄の形態と動きの非対称性については、蹄の

幅や長さが小さいと動きが非対称になることが分
かった。また、この調査で用いたウマにおいて踏着
様式は蹄の形態や動きの非対称性とは関連してい
なかった。

　左右の蹄のバランス、蹄角度、内外蹄球の高さは
装蹄師や獣医師、管理者にとって非常に重要な問
題であり、跛行やパフォーマンスに影響が出ない
よう管理すべきものである。本論文では、（この研
究で用いたウマの中では）蹄のパラメーターに対
称性はなく、蹄角度や蹄球の高さは左右差を認め
るほど異なっていたこと、踏着様式と動きの非対
称性（跛行）は関連がないこと、蹄が小さいと動き
に対称性を欠き、跛行にみえる可能性があること、
踏着様式は外側着地が多いことなどが明らかと
なっていた。ウマによって踏着様式が異なるのは
容易に想像がつくが、1完歩ごとに様式が異なる
可能性があるのは非常に興味深い。この研究で用
いたウマは種や年齢も様々で、今後縦断的な研究
が必要であるが、本会に所属するサラブレッド競
走馬で踏着様式を大規模に調査することは有意義
な知見を得られる可能性もあると考えられた。
　また、ヒトではランニング時の踏着様式につい
てプロネーションという概念がある。プロネー

ションとは走行時に足の外側から着地し、内側へ
かかとが倒れこむように、また内側アーチが潰れ
るようにして衝撃を受け止める一連の動きを言
う。プロネーションが過多の踏着様式（ランニング
フォーム）では、足関節に故障が多くなりやすいと
いう報告もある。ヒトとウマでは着地する部位が

解剖学的に異なるため、ウマでもプロネーション
の概念が通用するとは限らない。しかし、ウマでも
踏着様式（特に襲歩中の）を精密に測定できる手法
が出現すれば、故障との関連を調べられるように
なるかもしれない。

　動物の自己血を遠心濃縮して血小板成分を取り
出し、これを利用することで組織修復の促進を図
るという多血小板血漿（PRP）治療がウマの臨床分
野で応用されて久しい。ヒト医療では既に慢性外
傷治療や、腱靱帯疾患を始めとした整形外科疾患
で多く利用されており、最近では骨軟骨損傷、初期
の骨関節炎、関節内骨折、関節内靱帯損傷の治療の
ために関節内にPRPを投与して良好な成績を得た
という報告が散見される。しかし、ウマでのPRPの
関節内投与に関しては報告がほとんどない。そこ
で筆者らは、PRP関節内投与を行うことにより関
節液の成長因子やサイトカイン濃度が高くなり、

その程度はPRPの活性化方法によって異なると仮
説を立て、実験を行った。

【方法】
　7頭の様々な品種のウマから血液を採取し、専
用キットにて自己PRPを作製した。PRPは、① 0.2 
mLの市販のウシトロンビンを2.3 mLのPRPに混
合し活性化させたもの、② 42.5 mg/mLの塩化カ
ルシウム0.2 mLをPRP 2.3 mLに混合し活性化さ
せたもの、③ 活性化させないもの、の3種を準備し
た1)（訳者注：これらの設定根拠は「馬の科学」2014 
vol.51 (3) 245-248 参照）。

　同一馬の四肢球節内に、上記3種および2％生食
をランダムにそれぞれ投与した。薬液投与前に関
節液2 mLを採取し、その後、6、24、48、96時間後に
も関節液を採取した。採材から2時間以内に関節
液を21,000 gで10分間遠心し、上清を採取して－
20℃で保存した。関節液およびPRP内の血小板由
来成長因子（PDGF）、トランスフォーミング増殖因
子ベータ（TGFβ）、インターロイキン6（IL-6）、腫
瘍壊死因子アルファ（TNFα）の各濃度をELISA法
で定量した。また、PRP内のインターロイキン1
ベータ（IL-1β）濃度を定量した。別のin vitroの実
験として、同じ7頭のウマから同様に作製した1 
mLのPRPと、同一馬の手根間関節から採材した
1.5 mLの関節液を混合し、37℃で6時間インキュ
ベート後21,000 gで10分間遠心して上清を採取
した。PRPの代わりに2%生食液を混合して同様の
操作を行い対照とした。PRP、関節液＋PRP混合
液、関節液＋生食混合液中のPDGF、TGFβ、IL-6、
TNFαおよびIL-1β濃度を定量した1, 2)。

【結果と考察】
　各PRPに含まれる成長因子の濃度については、
PDGFは非活性化PRPに比べてカルシウムやトロ
ンビンで活性化させたPRPの方が有意に高く、TGF
βは非活性化PRPに比べてトロンビンで活性化さ
せたPRPの方が有意に高かった。しかし、IL-1β、
TNFαおよびIL-6といった炎症性サイトカインに
ついては、3種のPRPで差が認められなかった。
　関節液内の各成長因子の濃度変化を観察する
と、PDGFはPRP投与前および投与後ともほとんど
検出されなかった。一方、TGFβはPRP投与前から
検出され、投与6時間後では非活性化PRPおよびト
ロンビン加PRP投与群において、24時間後ではト
ロンビン加PRP投与群において、PRP投与前より
も有意に高い濃度を検出した。しかし、いかなる採
材時期においても生食投与群とPRP投与群との差
は認めなかった。
　TNFαやIL-6もPRP投与前の関節液から検出さ
れなかったが、トロンビン加PRP投与群では、投与
6時間後の両サイトカインの濃度が生食群やPRP
投与前に比べて有意に高くなっていた。また、IL-6
については、24、48時間後のトロンビン加PRP投

与群、6時間後の非活性化PRP投与群で、生食群や
PRP投与前に比べて有意に高く、6時間後のカルシ
ウム加PRP投与群、96時間後のトロンビン加PRP
投与群でPRP投与前に比べて有意に高くなってい
た。
　PRPと関節液を混合したin vitroの実験の結果、
関節液とPRPを混合した群では、インキュベー
ション前のPRP内濃度、あるいは生食とPRPを混
合した群に比べ有意に高いPDGFおよびTGFβ濃
度を検出した。 一方、IL-1β、TNFαおよびIL-6で
は、このような差を認めなかった。
　In vitro の実験結果が示すように、関節内では関
節液の剪断力によってPRPの活性化反応が引き起
こされている可能性が示唆された。しかし、in vivo
の結果では期待していたほど成長因子の濃度の上
昇を認めなかった。これについては、PRPの関節内
投与自体が関節液の浸出を引き起こして、PDGFや
TGFβの関節液内濃度を希釈させたと考えられ
た。その一方で、TNFαおよびIL-6の濃度は6時間
後に有意に上昇した。これらは、関節常在細胞（滑
膜細胞や軟骨細胞）あるいは投与後の関節液内白
血球由来であると考えられた3)。また、本実験で使
用したPRPは白血球数が2倍程度に濃縮されてお
り、このことが影響を及ぼしていた可能性も高い。
　本研究成績をまとめると、① PRP内の炎症性サ
イトカインの濃度は低く、② 活性化処置を行って
も濃度が高くならない。一方、ウマにおけるPRP関
節内投与では、③ 関節液の影響によって血小板か
らPDGFやTGFβが放出されるのでPRPの活性化処
置は不要で、④ 中程度の濃度の白血球を含む非活
性化PRPの健康な関節への投与では、軟骨損傷の
指標とされている4) IL-1βやTNFαの関節液濃度
を増やさないことが明らかとなった（訳者注：本実
験では、採取された関節液サンプルが少量で、in 
vivoの実験でIL-1βを測定できなかったようで
す）。PRPが関節内におよぼすカタボリックな影響
は限定的であることが示されたが、同時に成長因
子による治療効果を明確に示すこともできない結
果となり、さらなる研究が必要であろうと考えら
れた。

【訳者コメント】

　PRPの関節内投与によってPDGFやTGFβに著明
な濃度変化が認められなかった一方で、TNFαや
IL-6の濃度上昇が認められたことに対する考察は
やや矛盾が感じられ、不可解といえます。今回のin 
vitro およびin vivoの実験結果を比較すると、関節
液中の各種サイトカイン濃度測定には考慮すべき
様々な要因の存在が示唆され、解釈は容易ではな
いことが考えられました。PRPの関節内投与に
よってもたらされる影響に関する研究はウマでは
依然としてほとんど報告されておらず、さらなる
調査が待たれます。
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（249）

学会見聞記

第27回日本臨床微生物学会学術集会

　平成28年1月29日（金）～31日（日）に仙台国際
センターで開催された第27回日本臨床微生物学
会学術集会に参加したので、その概要を報告する。
本学会の参加者の大半は、ヒト医療における微生
物検査担当者であり、発表内容も実務に直結する
ものが多く見られ、検査手技や検査結果に関する
報告が多数を占めていた。以下に、印象的な演題に
ついて紹介する。

○レーザーマイクロダイセクョン法（ＬＭＤ）を用
いた細菌の検出と同定の試み

山田明輝ら（宮崎大学医学部）
　臨床検体の中には、グラム染色で菌体を確認で
きても何らかの要因で培地に発育せず、起因菌の
分離が困難な場合がある。演者らはこれらの問題
を解決するため、レーザーマイクロダイセクショ
ン法（ＬＭＤ）を用いてグラム染色標本上の菌体を
回収し、遺伝子レベルで同定する方法の検討を
行った。Escherichia coli ATCC 25922をサンプル
としてグラム染色標本を作製し、ＬＭＤを用いて
菌体の切り出し・回収の後、アルカリ熱抽出法でＤ
ＮＡを抽出した。ＰＣＲは細菌の遺伝学的同定に
用いられている16S rRNA geneをターゲットと
し、増幅産物はダイレクトシーケンス法で塩基配
列を決定した。この結果、ＬＭＤで切り出したサン
プル中に100菌体以上認められれば再現性よく増
幅産物を得ることができた。演者によると、リコン
ビナントTaq DNAポリメラーゼに起因すると考え
られる非特異的な増幅を抑えるため、紫外線を用
いたＰＣＲ試薬の前処理などの工夫を凝らしてい
るとのことであった。我々もホルマリン固定パラ
フィン標本を用い、同様の手法で組織中に見られ
る細菌の同定を試みているが、非特異的なＤＮＡ
増幅が問題となっている。これらの問題を解決す
る上で、本発表で示された知見は有益であった。

○ベーシックレクチャー　感染症のバイオマー
カー

中村　究（福島県立医科大学）
　現在、臨床現場において一般的に用いられてい
る細菌感染症のバイオマーカーとしては、白血球
数に加えて、Ｃ反応性タンパク質（ＣＲＰ）、プロカ
ルシトニン（ＰＣＴ）、プレセプシン（ＰＳＥＰ）、エ
ンドトキシン（ＥＴ）などがある。各バイオマー
カーはそれぞれ、増加・減少するタイミングにより
すこしずつ相違が認められる。本発表では、特にＰ
ＣＴとＰＳＥＰに焦点をあて解説がなされた。Ｐ
ＣＴは敗血症の発症早期に増加したのち、比較的
速やかに減少する傾向がある。一方、ＰＳＥＰの減
少は緩徐であり、敗血症の持続期間をより反映し
ていることが指摘されている。各種バイオマー
カーを適切に利用するためには、それぞれの増加・
減少のタイミングや持続期間について把握するこ
とが重要である。各疾患群におけるバイオマー
カーの反応も異なる。ＣＲＰは非特異的に炎症状
態を反映することが多く、その上昇からは敗血症
の有無の判断は困難である。これに対し、ＰＣＴ、
ＰＳＥＰは敗血症での産生がより特異的に行われ
ると考えられている。しかし、重症熱傷や熱中症で
は感染症の有無を問わず、ＰＣＴが増加すること
が報告されている。また、広範囲の外科手術では軽
度のＰＣＴ上昇が起こるという報告も見られる。
一方で、ＰＳＥＰはＰＣＴよりも熱中症などの疾
患の影響を受けにくいと考えられている。他にも、
それぞれのバイオマーカーの生理学的な意義も異
なる。ＣＲＰは肝臓で合成される急性期タンパク
質で、肺炎球菌の有するＣ多糖抗原に結合するタ
ンパク質として発見された。作用としては細菌に
付着することによるオプソニン化などがある。Ｐ
ＣＴは敗血症下で過剰生産されるが、その主要な
生成部位は明らかとなっていない（生理的条件下
では甲状腺で産生）。ＰＣＴに免疫抑制的な作用も

一部報告されているが、その生理活性の多くの部
分は不明である。ＰＳＥＰはマクロファージから
分泌される可溶性ＣＤ１４分子であり、その主要
な役割は細菌由来のタンパク抗原の認識である。
ＥＴは強力な血圧降下作用を有し、陽性であれば
敗血症の特異度は限りなく高い。しかし、ＥＴは元
来 、グ ラ ム 陰 性 桿 菌 の 菌 体 成 分（ L P S :  
lipopolysaccharide）であることから、グラム陽性
菌による敗血症の病態を反映することは難しいと
考えられる。各種バイオマーカーの特徴を理解し、

病態に合わせた検査提出を行うことが、正確な診
断を行う上で重要と考えられる。本発表の中で興
味深かったのは、基礎疾患に応じてカットオフ値
を変更する場合があるということであった。例え
ば、ＰＣＴの一部は腎臓から排出されるので、腎不
全患者では高値を示すことが多いため、カットオ
フ値を高く設定し判断を行っているとのことで
あった。今回示されたバイオマーカーについて、馬
の敗血症の迅速診断への応用を検討してみたい。

（上野孝範）
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　平成28年1月29日（金）～31日（日）に仙台国際
センターで開催された第27回日本臨床微生物学
会学術集会に参加したので、その概要を報告する。
本学会の参加者の大半は、ヒト医療における微生
物検査担当者であり、発表内容も実務に直結する
ものが多く見られ、検査手技や検査結果に関する
報告が多数を占めていた。以下に、印象的な演題に
ついて紹介する。

○レーザーマイクロダイセクョン法（ＬＭＤ）を用
いた細菌の検出と同定の試み

山田明輝ら（宮崎大学医学部）
　臨床検体の中には、グラム染色で菌体を確認で
きても何らかの要因で培地に発育せず、起因菌の
分離が困難な場合がある。演者らはこれらの問題
を解決するため、レーザーマイクロダイセクショ
ン法（ＬＭＤ）を用いてグラム染色標本上の菌体を
回収し、遺伝子レベルで同定する方法の検討を
行った。Escherichia coli ATCC 25922をサンプル
としてグラム染色標本を作製し、ＬＭＤを用いて
菌体の切り出し・回収の後、アルカリ熱抽出法でＤ
ＮＡを抽出した。ＰＣＲは細菌の遺伝学的同定に
用いられている16S rRNA geneをターゲットと
し、増幅産物はダイレクトシーケンス法で塩基配
列を決定した。この結果、ＬＭＤで切り出したサン
プル中に100菌体以上認められれば再現性よく増
幅産物を得ることができた。演者によると、リコン
ビナントTaq DNAポリメラーゼに起因すると考え
られる非特異的な増幅を抑えるため、紫外線を用
いたＰＣＲ試薬の前処理などの工夫を凝らしてい
るとのことであった。我々もホルマリン固定パラ
フィン標本を用い、同様の手法で組織中に見られ
る細菌の同定を試みているが、非特異的なＤＮＡ
増幅が問題となっている。これらの問題を解決す
る上で、本発表で示された知見は有益であった。

○ベーシックレクチャー　感染症のバイオマー
カー

中村　究（福島県立医科大学）
　現在、臨床現場において一般的に用いられてい
る細菌感染症のバイオマーカーとしては、白血球
数に加えて、Ｃ反応性タンパク質（ＣＲＰ）、プロカ
ルシトニン（ＰＣＴ）、プレセプシン（ＰＳＥＰ）、エ
ンドトキシン（ＥＴ）などがある。各バイオマー
カーはそれぞれ、増加・減少するタイミングにより
すこしずつ相違が認められる。本発表では、特にＰ
ＣＴとＰＳＥＰに焦点をあて解説がなされた。Ｐ
ＣＴは敗血症の発症早期に増加したのち、比較的
速やかに減少する傾向がある。一方、ＰＳＥＰの減
少は緩徐であり、敗血症の持続期間をより反映し
ていることが指摘されている。各種バイオマー
カーを適切に利用するためには、それぞれの増加・
減少のタイミングや持続期間について把握するこ
とが重要である。各疾患群におけるバイオマー
カーの反応も異なる。ＣＲＰは非特異的に炎症状
態を反映することが多く、その上昇からは敗血症
の有無の判断は困難である。これに対し、ＰＣＴ、
ＰＳＥＰは敗血症での産生がより特異的に行われ
ると考えられている。しかし、重症熱傷や熱中症で
は感染症の有無を問わず、ＰＣＴが増加すること
が報告されている。また、広範囲の外科手術では軽
度のＰＣＴ上昇が起こるという報告も見られる。
一方で、ＰＳＥＰはＰＣＴよりも熱中症などの疾
患の影響を受けにくいと考えられている。他にも、
それぞれのバイオマーカーの生理学的な意義も異
なる。ＣＲＰは肝臓で合成される急性期タンパク
質で、肺炎球菌の有するＣ多糖抗原に結合するタ
ンパク質として発見された。作用としては細菌に
付着することによるオプソニン化などがある。Ｐ
ＣＴは敗血症下で過剰生産されるが、その主要な
生成部位は明らかとなっていない（生理的条件下
では甲状腺で産生）。ＰＣＴに免疫抑制的な作用も

第15回日本再生医療学会総会

　第15回日本再生医療学会総会は、「知のシン
フォニー」をテーマに大阪府の大阪国際会議場で
平成28年3月17日から19日まで開催された。大会
長によると、再生医療は法整備が急速に進められ
ており、「産・学・官・患」の連携によって目覚ましく
発展しており、今回は特に「再生医療による難病克
服」を課題として演題を集約したとのことだった。
以下にその概要を報告する。
　10年ほど前の幹細胞移植による組織再生が注
目され始めた頃、幹細胞は移植された組織の中で
期待する細胞へと分化して組織再生に貢献すると
考えられていた。しかし、近年では、移植された細
胞のほとんどは組織に定着することなく死滅して
いくとの考え方にコンセンサスが得られている。
しかし、移植した細胞は死滅してしまうにも係わ
らず組織再生が誘導されたという結果が伴ってい
ることは興味深い。そもそも、私たちもそれらの報
告を信じて研究を推進しているので、何とか明確
な組織再生のエビデンスを得ることに全力をあげ
ている。
　では、何故、移植した細胞は死滅してしまうにも
係わらず組織再生が誘導されたのであろうか？そ
の理由として移植した細胞が、本来その組織に
あった細胞に組織再生を誘導するようなシグナル
を送っているという仮説がある。近年、その仮説の
中の有力なシグナルの候補として「エクソソーム」
と呼ばれる細胞外小胞に注目が集まっている。エ

クソソーム内にはmRNAやmiRNAを含む核酸物質
が内包されており、幹細胞から分泌されたエクソ
ソームから内包物が他の細胞へと受け渡されてい
る可能性が示唆されている。以下に紹介する研究
は、その可能性を支持する報告である。

○ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞はエクソソーム
分泌を介して肝障害を抑制する

倉田隼人ら  (ロート製薬株式会社)
　ヒ卜脂肪組織由来間葉系幹細胞(hASC)は、様々
な肝疾患モデル動物の肝障害を改善することが多
数報告されている。しかし、その機序の詳細は不明
である。そこで演者らは、近年、エクソソームと呼
ばれる細胞外小胞に注目を注目し、hASCがコンカ
ナバリンA誘発急性肝炎モデルマウスの肝障害を
軽滅させる過程において、エクソソームを介した
細胞間情報伝達、ひいてはhASCの治療効果に関与
する可能性について検討し、報告していた。
　初めに、エクソソームの分泌を制御することが
知られている分子の一つである n e u t r a l  
sphingomyelinase2をshRNAによりノックダウン
したhASC (KD-hASC) 細胞を作製した。KD-hASCの
形態や増殖能は、その対照細胞（mock-hASC）と同
様であるが、培養上清中に出現する粒子数は有意
に低下していることを確認した。
　次に、コンカナバリンA誘発肝障害モデルマウ
スを作製し、3群に分けてKD-hASC, mock-hASCお

解析したところ、βカテニンの発現低下、wntシグ
ナルのアンタゴニストであるDkk-1の発現上昇が
見られ、DexによるALP発現低下はDkk-1の発現上
昇による可能性が示唆された。さらに、BMP-2、
CXCL12などの骨再生関連サイトカイン遺伝子発
現もDex濃度依存的かつ有意に低下した。また、ス
テロイド治療中患者由来MSC(sMSC)とnMSCとの
比較解析においても、sMSCの骨分化能の有意な低
下、Dkk-1によるwntシグナルの抑制、骨修復関連
サイトカイン発現の有意な低下が見られた。結論
として、ステロイド治療は生体内MSCの骨分化能
低下を引き起こし、自家細胞による細胞治療の有
効性を低下させる可能性が示唆された。
　これまでにも、ステロイド薬投与による骨折治
癒の遅延はin vivo およびin vitroの調査において
報告されているが、幹細胞の骨分化能力に与える
影響に関する報告はまだ少ない。本研究はin vitro
の実験ではあるが、幹細胞が治癒を促進している
生体の骨折部位においても、ステロイドは骨折修
復に悪影響を与えている可能性が考えられる。そ
れはウマにおいても同様であり、腕節骨折や腕節
炎の治癒機転にステロイドを局所投与すること
は、同部での幹細胞の骨分化能力を抑制している
可能性がある。
　演者らは、幹細胞の骨分化能をwntシグナルに
よるカスケードを解析して評価している。こうし
た基礎的な知見が集積することによって、幹細胞
による治療メカニズムの解明につながれば、組織
再生に重要な因子を利用した創薬が可能となり、
幹細胞を使用することなく再生医療が実施できる
かもしれない。

○One-Day-Aggregated Spheroids(ODAS)技術の
展開：再生医療および創薬用途を指向した細胞ス
フェロイドの作製

岩井良輔（国立循環器病研究センター研究所）
　演者らは、細胞の凝集体(スフェロイド)を効率
的に作成する方法に関して報告した。その要旨を
以下に引用する。
　細胞スフェロイドを簡便に短時間で均一かつ大
量に作製できる培養法の開発が再生医療と創薬試
験の両方において必要とされている。また、複数の

細胞種から構成されるスフェロイドが生体組織の
近似モデルとして特に創薬研究において有望視さ
れている。新規表面コート剤（CAT）を用いると１
日で単層細胞からスフェロイドを作製できる、
ODAS技術を開発した。本研究では、スフェロイド
の大量作製と複数種の細胞からなる生体組織近似
モデルの作製を行った。その方法として、細胞非接
着性の培養皿表面にCAT液をドット状に印刷し

（液量: 0.5 μL,ドット数: 78）乾燥させた後、間葉
系幹細胞（MSC）またはMSCとヒト肝癌細胞

（HepG2）の混合液を播種した。播種1時間以内に
細胞はCATのドット表面にのみ接着してコンフル
エント単層を形成した後、MSC単独では約9時間
後に、MSC/HepG2混合系では約24時間後に一体
凝集化してスフェロイドを形成した。スフェロイ
ドのサイズは直径195±14 μmと均一であった。
組織分析の結果、スフェロイド中のMSCとHepG2
の構成比は播種時の任意の混合比とほぼ同じであ
ることが分かった。結論として、CATのドット印刷
により、均一サイズのスフェロイドを1皿に1回の
細胞播種操作で大量に得ることに成功した。また、
任意の細胞構成比で複数の細胞種からなるスフェ
ロイドも容易に作製できた。再生医療における組
織構築や創薬試験の高効率化に有用な培養法とな
り得ると考えている。
　スフェロイドを大量に作製するためには、96
ウェルプレートで一つずつ作製するよりも、大き
な培養皿でまとめて作製したほうが効率がよい。
しかしその場合は、凝集体が作製されるまでの時
間が不均一であり、凝集体の大きさも不均等にな
るため、研究対象にすることは難しい。また、2種
類以上の細胞を混合して作製する場合にも、その
混合率を調整することは困難であった。今回、演者
が報告した新規表面コート剤CATを用いた作製法
は、これらの課題を解決することができるために、
会場からは多数の質問がなされ、注目を集めたが、
まだ商用ベースではないらしい。
　細胞を3次元的に培養することによって、その
機能が高まることが知られている。例えば、スフェ
ロイドは単層培養された細胞よりも、組織修復に
重要な役割をもつ血管内皮細胞成長因子(VFGF)を
多く産生することが報告されている。近年の再生

医療研究では、利用する細胞そのものに関する機
能解析とともに、その細胞の有効的な利用方法(細
胞工学)に関しても大きな注目がなされている。今

後、ウマの再生医療においても重要な分野になる
であろう。

（田村周久）

よびエクソソームと同様の大きさのvehicleを経尾
静脈投与した。その結果、mock-hASC投与群では、
vehicle投与群に比べて、血中ASTおよびALT値の
低下ならびに肝組織障害スコアの改善がみられ
た。一方、KD-hASC投与群では、その効果は顕著に
減弱していた。
　これらの成績から、hASCは、エクソソーム分泌
を介して肝障害を抑制することが示唆されたと報
告をまとめた。
　一般的に増殖培養中の細胞は、37度、5％CO2、
21％O2環境下に置かれている。一方、生体内の酸
素分圧は組織によって大きく異なり、特に、骨、軟
骨、腱などの血流分布の少ない組織では5％以下
の低酸素環境にあると考えられる。よって、幹細胞
移植治療を考えた場合、生体組織内に移植された
培養幹細胞は突然の低酸素環境に対応することが
余儀なくされ、この大きな酸素分圧の変化が移植
後の幹細胞の組織への定着や、その後の幹細胞の
分化に大きな影響を与えると考えられている。以
下に紹介する研究は、低酸素環境や3次元培養が
軟骨分化に与える影響を報告したものである。

○犬間葉系幹細胞からの軟骨組織構築における低
酸素環境の影響

遠藤健太郎ら(東京大学)
　演者らは、犬間葉系幹細胞を用い、軟骨分化に対
する低酸素環境の影響を平面培養と3次元培養法
であるspheroid形成で評価した後、spheroid積層
装置（Regenova ：サイフュ一ズ社製）を用いて構築
した細胞構造体において、低酸素環境が軟骨組織
構築に与える影響を評価した。
　犬間葉系幹細胞として、犬骨髓中の脂肪細胞を
天井培養することで得られる骨髄脂肪細胞周囲細
胞（BM-PACs）を使用し、BM-PACsを20%, 5%, 
2%02で平面培養し、低酸素誘導因子であるHIF-1
αの発現、軟骨及び骨関連遺伝子発現を評価した。
結果、平面培養下では低酸素になるほど細胞増殖
能は有意に上昇し、2%02下でBM-PACsにおける
HIF-1αの核内移行が促進した。軟骨誘導に関与す
るSOX9の遺伝子発現に低酸素の影響は認められ
なかったものの、骨誘導に関与するRunx2の発現
は2%02培養で有意抑制された。　

　次に、20%, 2%02でBM-PACsのspheroidにおけ
る軟骨分化を検討した。結果、2%02培養下で
spheroidの直径は有意に増大した。また、軟骨誘導
をしない状況でもspheroidのトルイジンブルー染
色では、メタクロマジーが認められグリコサミノ
グリカン(GAG)発現が亢進していることが推測さ
れた。
　最後に、Regenovaを用いてspheroidを積層・融
合させ、20%, 2%02で2週間軟骨誘導し、得られた
構造体の組織学的評価を行った。結果、積層した
spheroidは融合して軟骨様構造体を構築し、2%02

では20%02と比較してGAG発現が亢進し、組織全
体に均一な軟骨基質発現を認めた。
　これらの成績から、演者らは、「低酸素環境は犬
間葉系幹細胞の骨分化を抑制し、軟骨分化に有利
な環境を作り出すことでspheroidおよび軟骨様構
造体においても軟骨分化に関して促進的に働いた
と考えられた」と考察した。

（笠嶋快周）

○ステロイド薬投与が間葉系幹細胞の骨再生に与
える影響の解析

加藤俊貴ら(筑波大学) 
　演者らは、ステロイド薬がMSCの骨分化能力に
与える影響について解析した。その要旨を以下に
引用する。
多くの疾患治療に用いられるステロイド薬は間葉
系幹細胞(MSC)に対しては、骨分化の促進または
骨芽細胞の機能抑制という対照的な報告が存在す
る。MSCは骨関連細胞へ分化すること、および骨再
生関連細胞の遊走を促進することによって骨再生
を促進するが、ステロイド薬がこれらの機序に与
える影響は不明である。そこで、MSCによる骨再生
へのステロイドの影響を解析した。その方法とし
て、ステロイド非治療中患者由来MSC(nMSC)を維
持培地(Dexamethasone(Dex)を添加した培地)にて
in vitroで数継代培養し、骨分化能を評価した。その
結果および考察として、Dex暴露群は非暴露群と
比較し 骨分化能および、アルカリフォスファター
ゼ(ALP)が有意に低下していた。先行研究で、ALP
はwntシグナルにより制御されることが明らかと
なっている。そこでDexのwntシグナルへの影響を

一部報告されているが、その生理活性の多くの部
分は不明である。ＰＳＥＰはマクロファージから
分泌される可溶性ＣＤ１４分子であり、その主要
な役割は細菌由来のタンパク抗原の認識である。
ＥＴは強力な血圧降下作用を有し、陽性であれば
敗血症の特異度は限りなく高い。しかし、ＥＴは元
来 、グ ラ ム 陰 性 桿 菌 の 菌 体 成 分（ L P S :  
lipopolysaccharide）であることから、グラム陽性
菌による敗血症の病態を反映することは難しいと
考えられる。各種バイオマーカーの特徴を理解し、

病態に合わせた検査提出を行うことが、正確な診
断を行う上で重要と考えられる。本発表の中で興
味深かったのは、基礎疾患に応じてカットオフ値
を変更する場合があるということであった。例え
ば、ＰＣＴの一部は腎臓から排出されるので、腎不
全患者では高値を示すことが多いため、カットオ
フ値を高く設定し判断を行っているとのことで
あった。今回示されたバイオマーカーについて、馬
の敗血症の迅速診断への応用を検討してみたい。

（上野孝範）
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　第15回日本再生医療学会総会は、「知のシン
フォニー」をテーマに大阪府の大阪国際会議場で
平成28年3月17日から19日まで開催された。大会
長によると、再生医療は法整備が急速に進められ
ており、「産・学・官・患」の連携によって目覚ましく
発展しており、今回は特に「再生医療による難病克
服」を課題として演題を集約したとのことだった。
以下にその概要を報告する。
　10年ほど前の幹細胞移植による組織再生が注
目され始めた頃、幹細胞は移植された組織の中で
期待する細胞へと分化して組織再生に貢献すると
考えられていた。しかし、近年では、移植された細
胞のほとんどは組織に定着することなく死滅して
いくとの考え方にコンセンサスが得られている。
しかし、移植した細胞は死滅してしまうにも係わ
らず組織再生が誘導されたという結果が伴ってい
ることは興味深い。そもそも、私たちもそれらの報
告を信じて研究を推進しているので、何とか明確
な組織再生のエビデンスを得ることに全力をあげ
ている。
　では、何故、移植した細胞は死滅してしまうにも
係わらず組織再生が誘導されたのであろうか？そ
の理由として移植した細胞が、本来その組織に
あった細胞に組織再生を誘導するようなシグナル
を送っているという仮説がある。近年、その仮説の
中の有力なシグナルの候補として「エクソソーム」
と呼ばれる細胞外小胞に注目が集まっている。エ

クソソーム内にはmRNAやmiRNAを含む核酸物質
が内包されており、幹細胞から分泌されたエクソ
ソームから内包物が他の細胞へと受け渡されてい
る可能性が示唆されている。以下に紹介する研究
は、その可能性を支持する報告である。

○ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞はエクソソーム
分泌を介して肝障害を抑制する

倉田隼人ら  (ロート製薬株式会社)
　ヒ卜脂肪組織由来間葉系幹細胞(hASC)は、様々
な肝疾患モデル動物の肝障害を改善することが多
数報告されている。しかし、その機序の詳細は不明
である。そこで演者らは、近年、エクソソームと呼
ばれる細胞外小胞に注目を注目し、hASCがコンカ
ナバリンA誘発急性肝炎モデルマウスの肝障害を
軽滅させる過程において、エクソソームを介した
細胞間情報伝達、ひいてはhASCの治療効果に関与
する可能性について検討し、報告していた。
　初めに、エクソソームの分泌を制御することが
知られている分子の一つである n e u t r a l  
sphingomyelinase2をshRNAによりノックダウン
したhASC (KD-hASC) 細胞を作製した。KD-hASCの
形態や増殖能は、その対照細胞（mock-hASC）と同
様であるが、培養上清中に出現する粒子数は有意
に低下していることを確認した。
　次に、コンカナバリンA誘発肝障害モデルマウ
スを作製し、3群に分けてKD-hASC, mock-hASCお

解析したところ、βカテニンの発現低下、wntシグ
ナルのアンタゴニストであるDkk-1の発現上昇が
見られ、DexによるALP発現低下はDkk-1の発現上
昇による可能性が示唆された。さらに、BMP-2、
CXCL12などの骨再生関連サイトカイン遺伝子発
現もDex濃度依存的かつ有意に低下した。また、ス
テロイド治療中患者由来MSC(sMSC)とnMSCとの
比較解析においても、sMSCの骨分化能の有意な低
下、Dkk-1によるwntシグナルの抑制、骨修復関連
サイトカイン発現の有意な低下が見られた。結論
として、ステロイド治療は生体内MSCの骨分化能
低下を引き起こし、自家細胞による細胞治療の有
効性を低下させる可能性が示唆された。
　これまでにも、ステロイド薬投与による骨折治
癒の遅延はin vivo およびin vitroの調査において
報告されているが、幹細胞の骨分化能力に与える
影響に関する報告はまだ少ない。本研究はin vitro
の実験ではあるが、幹細胞が治癒を促進している
生体の骨折部位においても、ステロイドは骨折修
復に悪影響を与えている可能性が考えられる。そ
れはウマにおいても同様であり、腕節骨折や腕節
炎の治癒機転にステロイドを局所投与すること
は、同部での幹細胞の骨分化能力を抑制している
可能性がある。
　演者らは、幹細胞の骨分化能をwntシグナルに
よるカスケードを解析して評価している。こうし
た基礎的な知見が集積することによって、幹細胞
による治療メカニズムの解明につながれば、組織
再生に重要な因子を利用した創薬が可能となり、
幹細胞を使用することなく再生医療が実施できる
かもしれない。

○One-Day-Aggregated Spheroids(ODAS)技術の
展開：再生医療および創薬用途を指向した細胞ス
フェロイドの作製

岩井良輔（国立循環器病研究センター研究所）
　演者らは、細胞の凝集体(スフェロイド)を効率
的に作成する方法に関して報告した。その要旨を
以下に引用する。
　細胞スフェロイドを簡便に短時間で均一かつ大
量に作製できる培養法の開発が再生医療と創薬試
験の両方において必要とされている。また、複数の

細胞種から構成されるスフェロイドが生体組織の
近似モデルとして特に創薬研究において有望視さ
れている。新規表面コート剤（CAT）を用いると１
日で単層細胞からスフェロイドを作製できる、
ODAS技術を開発した。本研究では、スフェロイド
の大量作製と複数種の細胞からなる生体組織近似
モデルの作製を行った。その方法として、細胞非接
着性の培養皿表面にCAT液をドット状に印刷し

（液量: 0.5 μL,ドット数: 78）乾燥させた後、間葉
系幹細胞（MSC）またはMSCとヒト肝癌細胞

（HepG2）の混合液を播種した。播種1時間以内に
細胞はCATのドット表面にのみ接着してコンフル
エント単層を形成した後、MSC単独では約9時間
後に、MSC/HepG2混合系では約24時間後に一体
凝集化してスフェロイドを形成した。スフェロイ
ドのサイズは直径195±14 μmと均一であった。
組織分析の結果、スフェロイド中のMSCとHepG2
の構成比は播種時の任意の混合比とほぼ同じであ
ることが分かった。結論として、CATのドット印刷
により、均一サイズのスフェロイドを1皿に1回の
細胞播種操作で大量に得ることに成功した。また、
任意の細胞構成比で複数の細胞種からなるスフェ
ロイドも容易に作製できた。再生医療における組
織構築や創薬試験の高効率化に有用な培養法とな
り得ると考えている。
　スフェロイドを大量に作製するためには、96
ウェルプレートで一つずつ作製するよりも、大き
な培養皿でまとめて作製したほうが効率がよい。
しかしその場合は、凝集体が作製されるまでの時
間が不均一であり、凝集体の大きさも不均等にな
るため、研究対象にすることは難しい。また、2種
類以上の細胞を混合して作製する場合にも、その
混合率を調整することは困難であった。今回、演者
が報告した新規表面コート剤CATを用いた作製法
は、これらの課題を解決することができるために、
会場からは多数の質問がなされ、注目を集めたが、
まだ商用ベースではないらしい。
　細胞を3次元的に培養することによって、その
機能が高まることが知られている。例えば、スフェ
ロイドは単層培養された細胞よりも、組織修復に
重要な役割をもつ血管内皮細胞成長因子(VFGF)を
多く産生することが報告されている。近年の再生

医療研究では、利用する細胞そのものに関する機
能解析とともに、その細胞の有効的な利用方法(細
胞工学)に関しても大きな注目がなされている。今

後、ウマの再生医療においても重要な分野になる
であろう。

（田村周久）

よびエクソソームと同様の大きさのvehicleを経尾
静脈投与した。その結果、mock-hASC投与群では、
vehicle投与群に比べて、血中ASTおよびALT値の
低下ならびに肝組織障害スコアの改善がみられ
た。一方、KD-hASC投与群では、その効果は顕著に
減弱していた。
　これらの成績から、hASCは、エクソソーム分泌
を介して肝障害を抑制することが示唆されたと報
告をまとめた。
　一般的に増殖培養中の細胞は、37度、5％CO2、
21％O2環境下に置かれている。一方、生体内の酸
素分圧は組織によって大きく異なり、特に、骨、軟
骨、腱などの血流分布の少ない組織では5％以下
の低酸素環境にあると考えられる。よって、幹細胞
移植治療を考えた場合、生体組織内に移植された
培養幹細胞は突然の低酸素環境に対応することが
余儀なくされ、この大きな酸素分圧の変化が移植
後の幹細胞の組織への定着や、その後の幹細胞の
分化に大きな影響を与えると考えられている。以
下に紹介する研究は、低酸素環境や3次元培養が
軟骨分化に与える影響を報告したものである。

○犬間葉系幹細胞からの軟骨組織構築における低
酸素環境の影響

遠藤健太郎ら(東京大学)
　演者らは、犬間葉系幹細胞を用い、軟骨分化に対
する低酸素環境の影響を平面培養と3次元培養法
であるspheroid形成で評価した後、spheroid積層
装置（Regenova ：サイフュ一ズ社製）を用いて構築
した細胞構造体において、低酸素環境が軟骨組織
構築に与える影響を評価した。
　犬間葉系幹細胞として、犬骨髓中の脂肪細胞を
天井培養することで得られる骨髄脂肪細胞周囲細
胞（BM-PACs）を使用し、BM-PACsを20%, 5%, 
2%02で平面培養し、低酸素誘導因子であるHIF-1
αの発現、軟骨及び骨関連遺伝子発現を評価した。
結果、平面培養下では低酸素になるほど細胞増殖
能は有意に上昇し、2%02下でBM-PACsにおける
HIF-1αの核内移行が促進した。軟骨誘導に関与す
るSOX9の遺伝子発現に低酸素の影響は認められ
なかったものの、骨誘導に関与するRunx2の発現
は2%02培養で有意抑制された。　

　次に、20%, 2%02でBM-PACsのspheroidにおけ
る軟骨分化を検討した。結果、2%02培養下で
spheroidの直径は有意に増大した。また、軟骨誘導
をしない状況でもspheroidのトルイジンブルー染
色では、メタクロマジーが認められグリコサミノ
グリカン(GAG)発現が亢進していることが推測さ
れた。
　最後に、Regenovaを用いてspheroidを積層・融
合させ、20%, 2%02で2週間軟骨誘導し、得られた
構造体の組織学的評価を行った。結果、積層した
spheroidは融合して軟骨様構造体を構築し、2%02

では20%02と比較してGAG発現が亢進し、組織全
体に均一な軟骨基質発現を認めた。
　これらの成績から、演者らは、「低酸素環境は犬
間葉系幹細胞の骨分化を抑制し、軟骨分化に有利
な環境を作り出すことでspheroidおよび軟骨様構
造体においても軟骨分化に関して促進的に働いた
と考えられた」と考察した。

（笠嶋快周）

○ステロイド薬投与が間葉系幹細胞の骨再生に与
える影響の解析

加藤俊貴ら(筑波大学) 
　演者らは、ステロイド薬がMSCの骨分化能力に
与える影響について解析した。その要旨を以下に
引用する。
多くの疾患治療に用いられるステロイド薬は間葉
系幹細胞(MSC)に対しては、骨分化の促進または
骨芽細胞の機能抑制という対照的な報告が存在す
る。MSCは骨関連細胞へ分化すること、および骨再
生関連細胞の遊走を促進することによって骨再生
を促進するが、ステロイド薬がこれらの機序に与
える影響は不明である。そこで、MSCによる骨再生
へのステロイドの影響を解析した。その方法とし
て、ステロイド非治療中患者由来MSC(nMSC)を維
持培地(Dexamethasone(Dex)を添加した培地)にて
in vitroで数継代培養し、骨分化能を評価した。その
結果および考察として、Dex暴露群は非暴露群と
比較し 骨分化能および、アルカリフォスファター
ゼ(ALP)が有意に低下していた。先行研究で、ALP
はwntシグナルにより制御されることが明らかと
なっている。そこでDexのwntシグナルへの影響を
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　第15回日本再生医療学会総会は、「知のシン
フォニー」をテーマに大阪府の大阪国際会議場で
平成28年3月17日から19日まで開催された。大会
長によると、再生医療は法整備が急速に進められ
ており、「産・学・官・患」の連携によって目覚ましく
発展しており、今回は特に「再生医療による難病克
服」を課題として演題を集約したとのことだった。
以下にその概要を報告する。
　10年ほど前の幹細胞移植による組織再生が注
目され始めた頃、幹細胞は移植された組織の中で
期待する細胞へと分化して組織再生に貢献すると
考えられていた。しかし、近年では、移植された細
胞のほとんどは組織に定着することなく死滅して
いくとの考え方にコンセンサスが得られている。
しかし、移植した細胞は死滅してしまうにも係わ
らず組織再生が誘導されたという結果が伴ってい
ることは興味深い。そもそも、私たちもそれらの報
告を信じて研究を推進しているので、何とか明確
な組織再生のエビデンスを得ることに全力をあげ
ている。
　では、何故、移植した細胞は死滅してしまうにも
係わらず組織再生が誘導されたのであろうか？そ
の理由として移植した細胞が、本来その組織に
あった細胞に組織再生を誘導するようなシグナル
を送っているという仮説がある。近年、その仮説の
中の有力なシグナルの候補として「エクソソーム」
と呼ばれる細胞外小胞に注目が集まっている。エ

クソソーム内にはmRNAやmiRNAを含む核酸物質
が内包されており、幹細胞から分泌されたエクソ
ソームから内包物が他の細胞へと受け渡されてい
る可能性が示唆されている。以下に紹介する研究
は、その可能性を支持する報告である。

○ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞はエクソソーム
分泌を介して肝障害を抑制する

倉田隼人ら  (ロート製薬株式会社)
　ヒ卜脂肪組織由来間葉系幹細胞(hASC)は、様々
な肝疾患モデル動物の肝障害を改善することが多
数報告されている。しかし、その機序の詳細は不明
である。そこで演者らは、近年、エクソソームと呼
ばれる細胞外小胞に注目を注目し、hASCがコンカ
ナバリンA誘発急性肝炎モデルマウスの肝障害を
軽滅させる過程において、エクソソームを介した
細胞間情報伝達、ひいてはhASCの治療効果に関与
する可能性について検討し、報告していた。
　初めに、エクソソームの分泌を制御することが
知られている分子の一つである n e u t r a l  
sphingomyelinase2をshRNAによりノックダウン
したhASC (KD-hASC) 細胞を作製した。KD-hASCの
形態や増殖能は、その対照細胞（mock-hASC）と同
様であるが、培養上清中に出現する粒子数は有意
に低下していることを確認した。
　次に、コンカナバリンA誘発肝障害モデルマウ
スを作製し、3群に分けてKD-hASC, mock-hASCお

解析したところ、βカテニンの発現低下、wntシグ
ナルのアンタゴニストであるDkk-1の発現上昇が
見られ、DexによるALP発現低下はDkk-1の発現上
昇による可能性が示唆された。さらに、BMP-2、
CXCL12などの骨再生関連サイトカイン遺伝子発
現もDex濃度依存的かつ有意に低下した。また、ス
テロイド治療中患者由来MSC(sMSC)とnMSCとの
比較解析においても、sMSCの骨分化能の有意な低
下、Dkk-1によるwntシグナルの抑制、骨修復関連
サイトカイン発現の有意な低下が見られた。結論
として、ステロイド治療は生体内MSCの骨分化能
低下を引き起こし、自家細胞による細胞治療の有
効性を低下させる可能性が示唆された。
　これまでにも、ステロイド薬投与による骨折治
癒の遅延はin vivo およびin vitroの調査において
報告されているが、幹細胞の骨分化能力に与える
影響に関する報告はまだ少ない。本研究はin vitro
の実験ではあるが、幹細胞が治癒を促進している
生体の骨折部位においても、ステロイドは骨折修
復に悪影響を与えている可能性が考えられる。そ
れはウマにおいても同様であり、腕節骨折や腕節
炎の治癒機転にステロイドを局所投与すること
は、同部での幹細胞の骨分化能力を抑制している
可能性がある。
　演者らは、幹細胞の骨分化能をwntシグナルに
よるカスケードを解析して評価している。こうし
た基礎的な知見が集積することによって、幹細胞
による治療メカニズムの解明につながれば、組織
再生に重要な因子を利用した創薬が可能となり、
幹細胞を使用することなく再生医療が実施できる
かもしれない。

○One-Day-Aggregated Spheroids(ODAS)技術の
展開：再生医療および創薬用途を指向した細胞ス
フェロイドの作製

岩井良輔（国立循環器病研究センター研究所）
　演者らは、細胞の凝集体(スフェロイド)を効率
的に作成する方法に関して報告した。その要旨を
以下に引用する。
　細胞スフェロイドを簡便に短時間で均一かつ大
量に作製できる培養法の開発が再生医療と創薬試
験の両方において必要とされている。また、複数の

細胞種から構成されるスフェロイドが生体組織の
近似モデルとして特に創薬研究において有望視さ
れている。新規表面コート剤（CAT）を用いると１
日で単層細胞からスフェロイドを作製できる、
ODAS技術を開発した。本研究では、スフェロイド
の大量作製と複数種の細胞からなる生体組織近似
モデルの作製を行った。その方法として、細胞非接
着性の培養皿表面にCAT液をドット状に印刷し

（液量: 0.5 μL,ドット数: 78）乾燥させた後、間葉
系幹細胞（MSC）またはMSCとヒト肝癌細胞

（HepG2）の混合液を播種した。播種1時間以内に
細胞はCATのドット表面にのみ接着してコンフル
エント単層を形成した後、MSC単独では約9時間
後に、MSC/HepG2混合系では約24時間後に一体
凝集化してスフェロイドを形成した。スフェロイ
ドのサイズは直径195±14 μmと均一であった。
組織分析の結果、スフェロイド中のMSCとHepG2
の構成比は播種時の任意の混合比とほぼ同じであ
ることが分かった。結論として、CATのドット印刷
により、均一サイズのスフェロイドを1皿に1回の
細胞播種操作で大量に得ることに成功した。また、
任意の細胞構成比で複数の細胞種からなるスフェ
ロイドも容易に作製できた。再生医療における組
織構築や創薬試験の高効率化に有用な培養法とな
り得ると考えている。
　スフェロイドを大量に作製するためには、96
ウェルプレートで一つずつ作製するよりも、大き
な培養皿でまとめて作製したほうが効率がよい。
しかしその場合は、凝集体が作製されるまでの時
間が不均一であり、凝集体の大きさも不均等にな
るため、研究対象にすることは難しい。また、2種
類以上の細胞を混合して作製する場合にも、その
混合率を調整することは困難であった。今回、演者
が報告した新規表面コート剤CATを用いた作製法
は、これらの課題を解決することができるために、
会場からは多数の質問がなされ、注目を集めたが、
まだ商用ベースではないらしい。
　細胞を3次元的に培養することによって、その
機能が高まることが知られている。例えば、スフェ
ロイドは単層培養された細胞よりも、組織修復に
重要な役割をもつ血管内皮細胞成長因子(VFGF)を
多く産生することが報告されている。近年の再生

医療研究では、利用する細胞そのものに関する機
能解析とともに、その細胞の有効的な利用方法(細
胞工学)に関しても大きな注目がなされている。今

後、ウマの再生医療においても重要な分野になる
であろう。

（田村周久）

よびエクソソームと同様の大きさのvehicleを経尾
静脈投与した。その結果、mock-hASC投与群では、
vehicle投与群に比べて、血中ASTおよびALT値の
低下ならびに肝組織障害スコアの改善がみられ
た。一方、KD-hASC投与群では、その効果は顕著に
減弱していた。
　これらの成績から、hASCは、エクソソーム分泌
を介して肝障害を抑制することが示唆されたと報
告をまとめた。
　一般的に増殖培養中の細胞は、37度、5％CO2、
21％O2環境下に置かれている。一方、生体内の酸
素分圧は組織によって大きく異なり、特に、骨、軟
骨、腱などの血流分布の少ない組織では5％以下
の低酸素環境にあると考えられる。よって、幹細胞
移植治療を考えた場合、生体組織内に移植された
培養幹細胞は突然の低酸素環境に対応することが
余儀なくされ、この大きな酸素分圧の変化が移植
後の幹細胞の組織への定着や、その後の幹細胞の
分化に大きな影響を与えると考えられている。以
下に紹介する研究は、低酸素環境や3次元培養が
軟骨分化に与える影響を報告したものである。

○犬間葉系幹細胞からの軟骨組織構築における低
酸素環境の影響

遠藤健太郎ら(東京大学)
　演者らは、犬間葉系幹細胞を用い、軟骨分化に対
する低酸素環境の影響を平面培養と3次元培養法
であるspheroid形成で評価した後、spheroid積層
装置（Regenova ：サイフュ一ズ社製）を用いて構築
した細胞構造体において、低酸素環境が軟骨組織
構築に与える影響を評価した。
　犬間葉系幹細胞として、犬骨髓中の脂肪細胞を
天井培養することで得られる骨髄脂肪細胞周囲細
胞（BM-PACs）を使用し、BM-PACsを20%, 5%, 
2%02で平面培養し、低酸素誘導因子であるHIF-1
αの発現、軟骨及び骨関連遺伝子発現を評価した。
結果、平面培養下では低酸素になるほど細胞増殖
能は有意に上昇し、2%02下でBM-PACsにおける
HIF-1αの核内移行が促進した。軟骨誘導に関与す
るSOX9の遺伝子発現に低酸素の影響は認められ
なかったものの、骨誘導に関与するRunx2の発現
は2%02培養で有意抑制された。　

　次に、20%, 2%02でBM-PACsのspheroidにおけ
る軟骨分化を検討した。結果、2%02培養下で
spheroidの直径は有意に増大した。また、軟骨誘導
をしない状況でもspheroidのトルイジンブルー染
色では、メタクロマジーが認められグリコサミノ
グリカン(GAG)発現が亢進していることが推測さ
れた。
　最後に、Regenovaを用いてspheroidを積層・融
合させ、20%, 2%02で2週間軟骨誘導し、得られた
構造体の組織学的評価を行った。結果、積層した
spheroidは融合して軟骨様構造体を構築し、2%02

では20%02と比較してGAG発現が亢進し、組織全
体に均一な軟骨基質発現を認めた。
　これらの成績から、演者らは、「低酸素環境は犬
間葉系幹細胞の骨分化を抑制し、軟骨分化に有利
な環境を作り出すことでspheroidおよび軟骨様構
造体においても軟骨分化に関して促進的に働いた
と考えられた」と考察した。
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○ステロイド薬投与が間葉系幹細胞の骨再生に与
える影響の解析

加藤俊貴ら(筑波大学) 
　演者らは、ステロイド薬がMSCの骨分化能力に
与える影響について解析した。その要旨を以下に
引用する。
多くの疾患治療に用いられるステロイド薬は間葉
系幹細胞(MSC)に対しては、骨分化の促進または
骨芽細胞の機能抑制という対照的な報告が存在す
る。MSCは骨関連細胞へ分化すること、および骨再
生関連細胞の遊走を促進することによって骨再生
を促進するが、ステロイド薬がこれらの機序に与
える影響は不明である。そこで、MSCによる骨再生
へのステロイドの影響を解析した。その方法とし
て、ステロイド非治療中患者由来MSC(nMSC)を維
持培地(Dexamethasone(Dex)を添加した培地)にて
in vitroで数継代培養し、骨分化能を評価した。その
結果および考察として、Dex暴露群は非暴露群と
比較し 骨分化能および、アルカリフォスファター
ゼ(ALP)が有意に低下していた。先行研究で、ALP
はwntシグナルにより制御されることが明らかと
なっている。そこでDexのwntシグナルへの影響を
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　第15回日本再生医療学会総会は、「知のシン
フォニー」をテーマに大阪府の大阪国際会議場で
平成28年3月17日から19日まで開催された。大会
長によると、再生医療は法整備が急速に進められ
ており、「産・学・官・患」の連携によって目覚ましく
発展しており、今回は特に「再生医療による難病克
服」を課題として演題を集約したとのことだった。
以下にその概要を報告する。
　10年ほど前の幹細胞移植による組織再生が注
目され始めた頃、幹細胞は移植された組織の中で
期待する細胞へと分化して組織再生に貢献すると
考えられていた。しかし、近年では、移植された細
胞のほとんどは組織に定着することなく死滅して
いくとの考え方にコンセンサスが得られている。
しかし、移植した細胞は死滅してしまうにも係わ
らず組織再生が誘導されたという結果が伴ってい
ることは興味深い。そもそも、私たちもそれらの報
告を信じて研究を推進しているので、何とか明確
な組織再生のエビデンスを得ることに全力をあげ
ている。
　では、何故、移植した細胞は死滅してしまうにも
係わらず組織再生が誘導されたのであろうか？そ
の理由として移植した細胞が、本来その組織に
あった細胞に組織再生を誘導するようなシグナル
を送っているという仮説がある。近年、その仮説の
中の有力なシグナルの候補として「エクソソーム」
と呼ばれる細胞外小胞に注目が集まっている。エ

クソソーム内にはmRNAやmiRNAを含む核酸物質
が内包されており、幹細胞から分泌されたエクソ
ソームから内包物が他の細胞へと受け渡されてい
る可能性が示唆されている。以下に紹介する研究
は、その可能性を支持する報告である。

○ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞はエクソソーム
分泌を介して肝障害を抑制する

倉田隼人ら  (ロート製薬株式会社)
　ヒ卜脂肪組織由来間葉系幹細胞(hASC)は、様々
な肝疾患モデル動物の肝障害を改善することが多
数報告されている。しかし、その機序の詳細は不明
である。そこで演者らは、近年、エクソソームと呼
ばれる細胞外小胞に注目を注目し、hASCがコンカ
ナバリンA誘発急性肝炎モデルマウスの肝障害を
軽滅させる過程において、エクソソームを介した
細胞間情報伝達、ひいてはhASCの治療効果に関与
する可能性について検討し、報告していた。
　初めに、エクソソームの分泌を制御することが
知られている分子の一つである n e u t r a l  
sphingomyelinase2をshRNAによりノックダウン
したhASC (KD-hASC) 細胞を作製した。KD-hASCの
形態や増殖能は、その対照細胞（mock-hASC）と同
様であるが、培養上清中に出現する粒子数は有意
に低下していることを確認した。
　次に、コンカナバリンA誘発肝障害モデルマウ
スを作製し、3群に分けてKD-hASC, mock-hASCお

第89回日本細菌学会総会

　平成28年3月23日～25日の3日間、大阪 (大阪国
際交流センター) で行われた第89回日本細菌学会
総会に参加したので、以下に本学会において我々
の研究に有益と思われた演題の概要を紹介しま
す。

○MALDI - TOF  MSを用いたMannhe im ia  
haemolyticaの遺伝子型鑑別

井上正亮ら（酪農学園大学）
　近年、細菌分野においてMALDI-TOF MSによっ
て菌体構成タンパク質を測定し、得られた波形を
既知の波形ライブラリと比較することで菌種を同
定する方法が提案されている。Petersenらは欧米
諸国を中心としたウシ由来Ma n n h e i m i a  
haemolytica株についてMLST解析を行い、少なく
とも7種類のSequence type（ST）が存在すること
を示した。我々は、日本各地で分離されたウシ由来
M. haemolyticaについてMLST解析を実施し、STの
国内分布を比較した。また、MALDI-TOF MSによる
解析も行い、遺伝子型の鑑別に応用できるかを検
証した。
　M. haemolyticaの国内分離株33株および基準株
1株（ATCC33396T）についてMLST解析を実施し、
STを決定した。さらにMALDI-TOF MSを用いてこ
の34株のマススペクトルを得て、ST毎のオリジナ
ルライブラリを構築した。この新たに作成したラ
イブラリの正確性は野外分離株94株を用いて検
討した。マススペクトルの解析にはMALD I  
Biotyper version 3.1 softwareを使用した。
　MLST解析の結果、ST1が28株、ST2が6株である
ことが判明し、日本のウシ由来M. haemolytica株は
遺伝的多様性が乏しいことが示唆された。この34
株からMALDI-TOF MSによって得られたマススペ
クトルを利用して、オリジナルライブラリ

「Mannheimia ST1」、「Mannheimia ST2」を作成し
た。次いで野外分離株94株についてこのライブラ
リを用いたST分類を行った結果、全ての株で
MLSTの結果と一致した。MALDI-TOF MSによる正
確な遺伝子型解析が可能であることが明らかと
なったため、今後本法を活用した網羅的な疫学情
報収集への応用が期待できる、と発表者は報告し
た。
　MALDI-TOF MSは従来の方法に比較し、細菌同
定検査を迅速かつ正確に実施できる検査法である
が、本報告においては細菌同定のみならず、同一菌
種間における遺伝子多様性を反映することが可能
であることが報告された。他の論文において、
MALDI-TOF MSは臨床面で重要となるメチシリン
耐性黄色ブドウ球菌とメチシリン感受性黄色ブド
ウ球菌の識別が可能であることや、防疫面あるい
は人獣共通感染症として重要となるBurkholderia 
malleiとBurkholderia pseudomalleiの識別も可能で
あることが報告されていることから、MALDI-TOF 
MSの導入は獣医療において診療および防疫面の
それぞれにおいて有用であることが示唆される。

○蛋白・糖脂質ワクチンによる肺炎球菌感染防御
機構の解析

仲原真貴子ら（国立感染症研究所）
　肺炎球菌は肺炎や髄膜炎の主な起炎菌である。
現行の肺炎球菌ワクチンは、90種類以上の血清型
のうち主な13種または23種を含む。しかし近年、
非ワクチン血清型による侵襲性感染症の割合が増
加している。本研究では、血清型を超える感染予防
効果をもたらすワクチン開発を目指し、肺炎球菌
表層蛋白PspAとNKT細胞というリンパ球を活性
化する糖脂質の経鼻ワクチンの肺炎球菌感染防御
効果を解析した。

　蛋白・糖脂質ワクチンを経鼻投与したC57/BL6J
マウスに肺炎球菌を感染させ、生存率および肺内
菌数を解析した。本ワクチンによる抗体産生誘導
を調べるため、免疫マウスの血漿および気管支肺
胞洗浄液中の抗原特異的IgG抗体価を測定した。ま
た、免疫血漿中IgG抗体による肺炎球菌への結合性
を解析した。さらに、免疫血漿移入マウスに肺炎球
菌を感染させ、生存期間を観察した。
　蛋白・糖脂質ワクチン群では、肺炎球菌感染後の
有意な生存率上昇および肺内菌数減少を認めた。
蛋白・糖脂質ワクチン群では血中および気管支肺
胞洗浄液中の抗原特異的IgG抗体価の上昇を認め、
免疫血漿移入群では対照群と比較して生存率が有
意に上昇した。さらに、免疫血漿中の抗原特異的
IgG抗体は非ワクチン血清型を含む複数の肺炎球

菌株に結合し、非ワクチン血清型の菌株の感染に
対しても感染防御効果をもたらした。本ワクチン
は、抗原特異的IgG抗体産生を誘導することで血清
型を超えた肺炎球菌感染防御効果をもたらす可能
性が期待される、と報告された。
　ウマ獣医療においては、肺炎球菌と同じ属に分
類されるStreptococcus zooepidemicusによる下気
道疾患、あるいはStreptococcus equiによるリンパ
節炎などが重要な細菌感染症となる。特にS.  
zooepidemicusにおいては肺炎球菌と同様に多様
な遺伝子型別が報告されているため血清型に依存
しない共通抗原であるPspAによる免疫付与を報
告する本研究は、S. zooepidemicusへのワクチン開
発においても大きな示唆を与えるものである。

（木下優太）

解析したところ、βカテニンの発現低下、wntシグ
ナルのアンタゴニストであるDkk-1の発現上昇が
見られ、DexによるALP発現低下はDkk-1の発現上
昇による可能性が示唆された。さらに、BMP-2、
CXCL12などの骨再生関連サイトカイン遺伝子発
現もDex濃度依存的かつ有意に低下した。また、ス
テロイド治療中患者由来MSC(sMSC)とnMSCとの
比較解析においても、sMSCの骨分化能の有意な低
下、Dkk-1によるwntシグナルの抑制、骨修復関連
サイトカイン発現の有意な低下が見られた。結論
として、ステロイド治療は生体内MSCの骨分化能
低下を引き起こし、自家細胞による細胞治療の有
効性を低下させる可能性が示唆された。
　これまでにも、ステロイド薬投与による骨折治
癒の遅延はin vivo およびin vitroの調査において
報告されているが、幹細胞の骨分化能力に与える
影響に関する報告はまだ少ない。本研究はin vitro
の実験ではあるが、幹細胞が治癒を促進している
生体の骨折部位においても、ステロイドは骨折修
復に悪影響を与えている可能性が考えられる。そ
れはウマにおいても同様であり、腕節骨折や腕節
炎の治癒機転にステロイドを局所投与すること
は、同部での幹細胞の骨分化能力を抑制している
可能性がある。
　演者らは、幹細胞の骨分化能をwntシグナルに
よるカスケードを解析して評価している。こうし
た基礎的な知見が集積することによって、幹細胞
による治療メカニズムの解明につながれば、組織
再生に重要な因子を利用した創薬が可能となり、
幹細胞を使用することなく再生医療が実施できる
かもしれない。

○One-Day-Aggregated Spheroids(ODAS)技術の
展開：再生医療および創薬用途を指向した細胞ス
フェロイドの作製

岩井良輔（国立循環器病研究センター研究所）
　演者らは、細胞の凝集体(スフェロイド)を効率
的に作成する方法に関して報告した。その要旨を
以下に引用する。
　細胞スフェロイドを簡便に短時間で均一かつ大
量に作製できる培養法の開発が再生医療と創薬試
験の両方において必要とされている。また、複数の

細胞種から構成されるスフェロイドが生体組織の
近似モデルとして特に創薬研究において有望視さ
れている。新規表面コート剤（CAT）を用いると１
日で単層細胞からスフェロイドを作製できる、
ODAS技術を開発した。本研究では、スフェロイド
の大量作製と複数種の細胞からなる生体組織近似
モデルの作製を行った。その方法として、細胞非接
着性の培養皿表面にCAT液をドット状に印刷し

（液量: 0.5 μL,ドット数: 78）乾燥させた後、間葉
系幹細胞（MSC）またはMSCとヒト肝癌細胞

（HepG2）の混合液を播種した。播種1時間以内に
細胞はCATのドット表面にのみ接着してコンフル
エント単層を形成した後、MSC単独では約9時間
後に、MSC/HepG2混合系では約24時間後に一体
凝集化してスフェロイドを形成した。スフェロイ
ドのサイズは直径195±14 μmと均一であった。
組織分析の結果、スフェロイド中のMSCとHepG2
の構成比は播種時の任意の混合比とほぼ同じであ
ることが分かった。結論として、CATのドット印刷
により、均一サイズのスフェロイドを1皿に1回の
細胞播種操作で大量に得ることに成功した。また、
任意の細胞構成比で複数の細胞種からなるスフェ
ロイドも容易に作製できた。再生医療における組
織構築や創薬試験の高効率化に有用な培養法とな
り得ると考えている。
　スフェロイドを大量に作製するためには、96
ウェルプレートで一つずつ作製するよりも、大き
な培養皿でまとめて作製したほうが効率がよい。
しかしその場合は、凝集体が作製されるまでの時
間が不均一であり、凝集体の大きさも不均等にな
るため、研究対象にすることは難しい。また、2種
類以上の細胞を混合して作製する場合にも、その
混合率を調整することは困難であった。今回、演者
が報告した新規表面コート剤CATを用いた作製法
は、これらの課題を解決することができるために、
会場からは多数の質問がなされ、注目を集めたが、
まだ商用ベースではないらしい。
　細胞を3次元的に培養することによって、その
機能が高まることが知られている。例えば、スフェ
ロイドは単層培養された細胞よりも、組織修復に
重要な役割をもつ血管内皮細胞成長因子(VFGF)を
多く産生することが報告されている。近年の再生

医療研究では、利用する細胞そのものに関する機
能解析とともに、その細胞の有効的な利用方法(細
胞工学)に関しても大きな注目がなされている。今

後、ウマの再生医療においても重要な分野になる
であろう。

（田村周久）

よびエクソソームと同様の大きさのvehicleを経尾
静脈投与した。その結果、mock-hASC投与群では、
vehicle投与群に比べて、血中ASTおよびALT値の
低下ならびに肝組織障害スコアの改善がみられ
た。一方、KD-hASC投与群では、その効果は顕著に
減弱していた。
　これらの成績から、hASCは、エクソソーム分泌
を介して肝障害を抑制することが示唆されたと報
告をまとめた。
　一般的に増殖培養中の細胞は、37度、5％CO2、
21％O2環境下に置かれている。一方、生体内の酸
素分圧は組織によって大きく異なり、特に、骨、軟
骨、腱などの血流分布の少ない組織では5％以下
の低酸素環境にあると考えられる。よって、幹細胞
移植治療を考えた場合、生体組織内に移植された
培養幹細胞は突然の低酸素環境に対応することが
余儀なくされ、この大きな酸素分圧の変化が移植
後の幹細胞の組織への定着や、その後の幹細胞の
分化に大きな影響を与えると考えられている。以
下に紹介する研究は、低酸素環境や3次元培養が
軟骨分化に与える影響を報告したものである。

○犬間葉系幹細胞からの軟骨組織構築における低
酸素環境の影響

遠藤健太郎ら(東京大学)
　演者らは、犬間葉系幹細胞を用い、軟骨分化に対
する低酸素環境の影響を平面培養と3次元培養法
であるspheroid形成で評価した後、spheroid積層
装置（Regenova ：サイフュ一ズ社製）を用いて構築
した細胞構造体において、低酸素環境が軟骨組織
構築に与える影響を評価した。
　犬間葉系幹細胞として、犬骨髓中の脂肪細胞を
天井培養することで得られる骨髄脂肪細胞周囲細
胞（BM-PACs）を使用し、BM-PACsを20%, 5%, 
2%02で平面培養し、低酸素誘導因子であるHIF-1
αの発現、軟骨及び骨関連遺伝子発現を評価した。
結果、平面培養下では低酸素になるほど細胞増殖
能は有意に上昇し、2%02下でBM-PACsにおける
HIF-1αの核内移行が促進した。軟骨誘導に関与す
るSOX9の遺伝子発現に低酸素の影響は認められ
なかったものの、骨誘導に関与するRunx2の発現
は2%02培養で有意抑制された。　

　次に、20%, 2%02でBM-PACsのspheroidにおけ
る軟骨分化を検討した。結果、2%02培養下で
spheroidの直径は有意に増大した。また、軟骨誘導
をしない状況でもspheroidのトルイジンブルー染
色では、メタクロマジーが認められグリコサミノ
グリカン(GAG)発現が亢進していることが推測さ
れた。
　最後に、Regenovaを用いてspheroidを積層・融
合させ、20%, 2%02で2週間軟骨誘導し、得られた
構造体の組織学的評価を行った。結果、積層した
spheroidは融合して軟骨様構造体を構築し、2%02

では20%02と比較してGAG発現が亢進し、組織全
体に均一な軟骨基質発現を認めた。
　これらの成績から、演者らは、「低酸素環境は犬
間葉系幹細胞の骨分化を抑制し、軟骨分化に有利
な環境を作り出すことでspheroidおよび軟骨様構
造体においても軟骨分化に関して促進的に働いた
と考えられた」と考察した。

（笠嶋快周）

○ステロイド薬投与が間葉系幹細胞の骨再生に与
える影響の解析

加藤俊貴ら(筑波大学) 
　演者らは、ステロイド薬がMSCの骨分化能力に
与える影響について解析した。その要旨を以下に
引用する。
多くの疾患治療に用いられるステロイド薬は間葉
系幹細胞(MSC)に対しては、骨分化の促進または
骨芽細胞の機能抑制という対照的な報告が存在す
る。MSCは骨関連細胞へ分化すること、および骨再
生関連細胞の遊走を促進することによって骨再生
を促進するが、ステロイド薬がこれらの機序に与
える影響は不明である。そこで、MSCによる骨再生
へのステロイドの影響を解析した。その方法とし
て、ステロイド非治療中患者由来MSC(nMSC)を維
持培地(Dexamethasone(Dex)を添加した培地)にて
in vitroで数継代培養し、骨分化能を評価した。その
結果および考察として、Dex暴露群は非暴露群と
比較し 骨分化能および、アルカリフォスファター
ゼ(ALP)が有意に低下していた。先行研究で、ALP
はwntシグナルにより制御されることが明らかと
なっている。そこでDexのwntシグナルへの影響を
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第68回衛生動物学会

　平成28年4月15日(金)～17日(日) に栃木県総合
文化センター（宇都宮市）で開催された第68回衛
生動物学会に参加したので、その概要を報告する。
本学会の参加者は、医師および獣医師などの医療
関係者、昆虫学などの研究者および病害虫などに
関わる民間企業の研究者であり、病害虫にとどま
らずこれらによって媒介される疾病や駆除剤など
に関する演題も見られた。以下に、印象的な演題に
ついて報告する。

○防疫用殺虫剤14種類のヒトスジシマカ成虫に
対する準実地効力試験

皆川恵子ら（日本環境衛生センター）
　現在、承認されている防疫用殺虫剤などの用法・
用量は、主として屋内で残留噴霧での使用を前提
としたものである。そのため、ヒトスジシマカ成虫
防除を目的として殺虫剤を屋外で噴霧する場合に
は、標的外の動植物などへの影響が懸念される。そ
こで、演者らは従来の用量より低濃度で処理した
場合（残留噴霧の用法・用量が設定されている製剤
の場合には、その1/10~1/2の薬量）のヒトスジシ
マカに対する効果について検討した。供試した薬

剤はピレスロイド剤5製剤、有機リン剤4剤、有機
リン剤混合2製剤、ピレスロイド様剤2製剤、有機
リン剤・ピレスロイド剤混合1製剤の計14製剤で
あった。乳剤および水性乳剤は水で希釈、油剤と濃
厚少量噴霧用水性乳剤は原液で使用した。試験は
雑草や落ち葉などで覆われている100 m2 の雑木
林で行った。なお、風速は1m/秒以下であった。こ
の試験区域にサランネット製の網カゴに入れたヒ
トスジシマカ成虫を配置し、所定の薬剤を均一に
空間散布した。散布後15分経過後に網カゴを回収
し、供試虫のノックダウン率と1日後の致死率か
ら薬剤の効果を判定した。その結果、各製剤のノッ
クダウン率にはばらつきがあったものの(6.3~ 
100%)、1日後の致死率は100%であった。このこと
から、一般的に屋内で用いられている殺虫剤は屋
外に置いても有効であることがわかった。また、標
的外の動植物に影響を与えない濃度であっても、
十分な殺虫効果が得られることが明らかとなっ
た。
　本会トレーニング・センターでも夏季に蚊の発
生が見られ、屋内外で殺虫剤の噴霧が行われてい
る。本演題は屋外での殺虫剤の適切な使用方法を

提示する有益な知見である。

○成田国際空港における国際線航空機および空港
区域内における蚊の採集結果

助廣那由ら（成田空港検疫所）
　検疫所では、国内に常在しない感染症を検疫感
染症あるいはこれに準ずる感染症として定め、こ
れら感染症の侵入防止を目的として港湾および港
湾区域内での蚊の生息状況などについて調査を
行っている。特に、成田国際空港は年間8万機以上
の国際線航空機が着陸するため、航空機によって
持ち込まれる外来種の侵入リスクを検証する上で
重要な施設である。今回、演者らは航空機内におけ
る蚊の採取調査、空港区域内での蚊の成虫・幼虫の
採集調査の結果を報告した。過去10年間に4,514
機で機内調査を行い、これらのうち123機 (2.7%) 
で622体の蚊成虫が採集された。採取された成虫
は少なくとも5種に分類され、国内に生息してい
ないネッタイシマカおよび Culex gelidus も確認
された。空港区域内における成虫の採集調査では、

10年間で少なくとも14種15,586個体が採集され
た。内訳はコガタアカイエカが9,902個体で全体
の60%以上を占めた。また、幼虫の採集では少なく
とも14種類が採取され、日本に生息していない
ネッタイシマカが2012～2015年に7回採取され
ている。さらに、機内および区域内で採集された成
虫を用いた蚊媒介性病原体の調査では、2013年9
月に採取されたコガタアカイエカから日本脳炎ウ
イルスが検出された。
　国内外での蚊媒介性疾患の流行によって、国内
各地で蚊の生息調査および保有ウイルスの調査が
行われている。成田空港をはじめとする国際空港
は、国外からの媒介昆虫の侵入ルートとして重要
である。本演題では、日本には生息していないネッ
タイシマカなどが国内に持ち込まれていること、
さらに幼虫が生息していたことが明らかとなっ
た。今後、これらの外来生物が国内で定着している
のか、また海外伝染病を持ち込んでいないか注視
する必要がある。

（越智章仁）

　平成28年3月23日～25日の3日間、大阪 (大阪国
際交流センター) で行われた第89回日本細菌学会
総会に参加したので、以下に本学会において我々
の研究に有益と思われた演題の概要を紹介しま
す。

○MALDI - TOF  MSを用いたMannhe im ia  
haemolyticaの遺伝子型鑑別

井上正亮ら（酪農学園大学）
　近年、細菌分野においてMALDI-TOF MSによっ
て菌体構成タンパク質を測定し、得られた波形を
既知の波形ライブラリと比較することで菌種を同
定する方法が提案されている。Petersenらは欧米
諸国を中心としたウシ由来Ma n n h e i m i a  
haemolytica株についてMLST解析を行い、少なく
とも7種類のSequence type（ST）が存在すること
を示した。我々は、日本各地で分離されたウシ由来
M. haemolyticaについてMLST解析を実施し、STの
国内分布を比較した。また、MALDI-TOF MSによる
解析も行い、遺伝子型の鑑別に応用できるかを検
証した。
　M. haemolyticaの国内分離株33株および基準株
1株（ATCC33396T）についてMLST解析を実施し、
STを決定した。さらにMALDI-TOF MSを用いてこ
の34株のマススペクトルを得て、ST毎のオリジナ
ルライブラリを構築した。この新たに作成したラ
イブラリの正確性は野外分離株94株を用いて検
討した。マススペクトルの解析にはMALD I  
Biotyper version 3.1 softwareを使用した。
　MLST解析の結果、ST1が28株、ST2が6株である
ことが判明し、日本のウシ由来M. haemolytica株は
遺伝的多様性が乏しいことが示唆された。この34
株からMALDI-TOF MSによって得られたマススペ
クトルを利用して、オリジナルライブラリ

「Mannheimia ST1」、「Mannheimia ST2」を作成し
た。次いで野外分離株94株についてこのライブラ
リを用いたST分類を行った結果、全ての株で
MLSTの結果と一致した。MALDI-TOF MSによる正
確な遺伝子型解析が可能であることが明らかと
なったため、今後本法を活用した網羅的な疫学情
報収集への応用が期待できる、と発表者は報告し
た。
　MALDI-TOF MSは従来の方法に比較し、細菌同
定検査を迅速かつ正確に実施できる検査法である
が、本報告においては細菌同定のみならず、同一菌
種間における遺伝子多様性を反映することが可能
であることが報告された。他の論文において、
MALDI-TOF MSは臨床面で重要となるメチシリン
耐性黄色ブドウ球菌とメチシリン感受性黄色ブド
ウ球菌の識別が可能であることや、防疫面あるい
は人獣共通感染症として重要となるBurkholderia 
malleiとBurkholderia pseudomalleiの識別も可能で
あることが報告されていることから、MALDI-TOF 
MSの導入は獣医療において診療および防疫面の
それぞれにおいて有用であることが示唆される。

○蛋白・糖脂質ワクチンによる肺炎球菌感染防御
機構の解析

仲原真貴子ら（国立感染症研究所）
　肺炎球菌は肺炎や髄膜炎の主な起炎菌である。
現行の肺炎球菌ワクチンは、90種類以上の血清型
のうち主な13種または23種を含む。しかし近年、
非ワクチン血清型による侵襲性感染症の割合が増
加している。本研究では、血清型を超える感染予防
効果をもたらすワクチン開発を目指し、肺炎球菌
表層蛋白PspAとNKT細胞というリンパ球を活性
化する糖脂質の経鼻ワクチンの肺炎球菌感染防御
効果を解析した。

　蛋白・糖脂質ワクチンを経鼻投与したC57/BL6J
マウスに肺炎球菌を感染させ、生存率および肺内
菌数を解析した。本ワクチンによる抗体産生誘導
を調べるため、免疫マウスの血漿および気管支肺
胞洗浄液中の抗原特異的IgG抗体価を測定した。ま
た、免疫血漿中IgG抗体による肺炎球菌への結合性
を解析した。さらに、免疫血漿移入マウスに肺炎球
菌を感染させ、生存期間を観察した。
　蛋白・糖脂質ワクチン群では、肺炎球菌感染後の
有意な生存率上昇および肺内菌数減少を認めた。
蛋白・糖脂質ワクチン群では血中および気管支肺
胞洗浄液中の抗原特異的IgG抗体価の上昇を認め、
免疫血漿移入群では対照群と比較して生存率が有
意に上昇した。さらに、免疫血漿中の抗原特異的
IgG抗体は非ワクチン血清型を含む複数の肺炎球

菌株に結合し、非ワクチン血清型の菌株の感染に
対しても感染防御効果をもたらした。本ワクチン
は、抗原特異的IgG抗体産生を誘導することで血清
型を超えた肺炎球菌感染防御効果をもたらす可能
性が期待される、と報告された。
　ウマ獣医療においては、肺炎球菌と同じ属に分
類されるStreptococcus zooepidemicusによる下気
道疾患、あるいはStreptococcus equiによるリンパ
節炎などが重要な細菌感染症となる。特にS.  
zooepidemicusにおいては肺炎球菌と同様に多様
な遺伝子型別が報告されているため血清型に依存
しない共通抗原であるPspAによる免疫付与を報
告する本研究は、S. zooepidemicusへのワクチン開
発においても大きな示唆を与えるものである。

（木下優太）
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　平成28年4月15日(金)～17日(日) に栃木県総合
文化センター（宇都宮市）で開催された第68回衛
生動物学会に参加したので、その概要を報告する。
本学会の参加者は、医師および獣医師などの医療
関係者、昆虫学などの研究者および病害虫などに
関わる民間企業の研究者であり、病害虫にとどま
らずこれらによって媒介される疾病や駆除剤など
に関する演題も見られた。以下に、印象的な演題に
ついて報告する。

○防疫用殺虫剤14種類のヒトスジシマカ成虫に
対する準実地効力試験

皆川恵子ら（日本環境衛生センター）
　現在、承認されている防疫用殺虫剤などの用法・
用量は、主として屋内で残留噴霧での使用を前提
としたものである。そのため、ヒトスジシマカ成虫
防除を目的として殺虫剤を屋外で噴霧する場合に
は、標的外の動植物などへの影響が懸念される。そ
こで、演者らは従来の用量より低濃度で処理した
場合（残留噴霧の用法・用量が設定されている製剤
の場合には、その1/10~1/2の薬量）のヒトスジシ
マカに対する効果について検討した。供試した薬

剤はピレスロイド剤5製剤、有機リン剤4剤、有機
リン剤混合2製剤、ピレスロイド様剤2製剤、有機
リン剤・ピレスロイド剤混合1製剤の計14製剤で
あった。乳剤および水性乳剤は水で希釈、油剤と濃
厚少量噴霧用水性乳剤は原液で使用した。試験は
雑草や落ち葉などで覆われている100 m2 の雑木
林で行った。なお、風速は1m/秒以下であった。こ
の試験区域にサランネット製の網カゴに入れたヒ
トスジシマカ成虫を配置し、所定の薬剤を均一に
空間散布した。散布後15分経過後に網カゴを回収
し、供試虫のノックダウン率と1日後の致死率か
ら薬剤の効果を判定した。その結果、各製剤のノッ
クダウン率にはばらつきがあったものの(6.3~ 
100%)、1日後の致死率は100%であった。このこと
から、一般的に屋内で用いられている殺虫剤は屋
外に置いても有効であることがわかった。また、標
的外の動植物に影響を与えない濃度であっても、
十分な殺虫効果が得られることが明らかとなっ
た。
　本会トレーニング・センターでも夏季に蚊の発
生が見られ、屋内外で殺虫剤の噴霧が行われてい
る。本演題は屋外での殺虫剤の適切な使用方法を

第51回日本脳炎生態学研究会

　平成28年5月13日から14日の2日間、福島県猪
苗代町において第51回日本脳炎ウイルス生態学
研究会が開催された。本研究会は、ウイルス学的研
究のみではなく、臨床やベクターである蚊の生態
などに関する研究を含んだ、広い観点から日本脳
炎ウイルスおよび近縁の各種フラビウイルスやそ
の他のアルボウイルス（節足動物媒介性ウイルス）
に関する総合的な討論をする研究会である。猪苗
代町は、フラビウイルスに属する黄熱ウイルスの
研究でも有名な野口英世博士の生誕の地であり、
設立から半世紀を越えた本研究会の開催にふさわ
しい場所であろう。
　一般演題22題と特別講演3題が発表され、約50
名の参加者が活発な討論を行なった。興味を持っ
た演題の概要を以下に記す。

○デングウイルスレプリコンを用いたフラビウイ

ルス網羅的中和抗体アッセイ系の開発
鈴木亮介ら（国立感染症研究所）

　フラビウイルス属には、日本脳炎ウイルス、ウエ
ストナイルウイルス（WNV）、デングウイルス、ダ
ニ媒介性脳炎ウイルス、黄熱ウイルス、最近話題と
なっているジカウイルスなど、ヒトや動物に重篤
な疾病を起こす可能性のあるウイルスが含まれ
る。さまざまなフラビウルス感染症の血清学的診
断法として、ELISA法や中和試験法が広く用いられ
ている。ELISA法は、多検体を短時間で測定できる
方法であるが、ときに非特異反応が認められるこ
と、近縁のウイルス間で交差反応が認められるこ
とがあり、主にスクリーニング検査に用いられて
いる。
　中和試験は、血清学的診断法のなかでは最も古
くから用いられている方法であり、一般に特異性
が高く、鑑別診断や確定診断に用いられる。しかし

感染性のある生きたウイルスを扱うことから、病
原性の強いウイルスの場合には検査施設に高いバ
イオセーフティーレベルが求められる。また手技
が煩雑で、判定までに2～5日間程度必要であるな
ど、全ての検査施設で実施できる検査法ではない。
　演者らは、デングウイルス１型（DENV1）ゲノム
の構造タンパク質領域を欠損させ、そこに、生物発
光を触媒する酵素タンパク質であるルシフェラー
ゼの遺伝子を組み込んだ遺伝子（レプリコン）を作
製した。さらに上記のそれぞれのフラビウイルス
の構造タンパク質であるprMEを発現するプラス
ミドを作製した。prMEはMとEタンパク質に分か
れ、ウイルス粒子表面に発現する。ウイルスのEタ
ンパク質が細胞に吸着し感染が開始する。そのた
めEタンパク質に対する抗体はウイルスの感染を
阻害しウイルスを中和することができる。演者ら
は、DENV1レプリコンと各ウイルスのprME発現
プラスミドの２つを同時に293T細胞に導入し、各
ウイルスのprMEを発現するウイルス粒子を得た。
このウイルスは細胞に1回だけ感染することがで
き、感染細胞には感染ウイルス量依存的にルシ
フェラーゼの活性が認められた。またこれらのウ
イルスと各ウイルスに対する中和抗体を有する血
清を反応させるとルシフェラーゼ活性が減少し
た。
　この系では感染2日後に定量的にルシフェラー
ゼ活性を測定可能であり、中和抗体の測定もルシ
フェラーゼ活性を指標にして測定することができ
た。
　この系では、測定したいフラビウイルスのprME
を発現するプラスミドを作製すれば、中和抗体の
測定が可能となる。作製したウイルスは1回感染
性を有するのみであり、元のフラビウルスに比べ

操作上の安全性が大きく向上する。また複数のフ
ラビウイルス感染の鑑別診断にも利用することが
期待される。

○ケニアにおけるリフトバレー熱診断用イムノク
ロマト法キットの開発と評価

井上真吾ら（長崎大学）
　リフトバレー熱は、ブニヤウイルス科に属する
リフトバレー熱ウイルスを原因とし、蚊によって
媒介される反芻類家畜の致死性の高い疾患であ
る。ヒトでもインフルエンザ様症状、ときに髄膜脳
炎などを起こすことがある。日本での発生はなく、
アフリカが主要な発生地域である。人へは、蚊の媒
介および感染動物の血液、体液や乳などの接触で
感染する。動物用ワクチンは存在するが、疾病対策
が十分ではなくケニアでは最も重要な人獣共通感
染症のひとつであるとのことである。
　演者らはヒトの本病の迅速診断のために、感染
早期に出現するIgM抗体を検出する簡易迅速診断
用イムノクロマト法キットを開発した。ケニアで
の本病発生時の患者血清を用いた評価では、高い
特異性と感度が確認された。本キットは判定まで
の時間が30分以内と短く、目視で判定可能であ
り、地方の病院などのフィールドでの診断に利用
可能であり、ケニアで実用化されているとのこと
であった。我々も、馬インフルエンザや馬ロタウイ
ルス病の診療現場での迅速診断に、ヒト用に開発
されたウイルス抗原検出用の迅速診断キットを利
用している。臨床現場で実施可能な診断法の開発
は、疾病の早期摘発、早期封じ込めのために非常に
重要である。

（近藤高志）

提示する有益な知見である。

○成田国際空港における国際線航空機および空港
区域内における蚊の採集結果

助廣那由ら（成田空港検疫所）
　検疫所では、国内に常在しない感染症を検疫感
染症あるいはこれに準ずる感染症として定め、こ
れら感染症の侵入防止を目的として港湾および港
湾区域内での蚊の生息状況などについて調査を
行っている。特に、成田国際空港は年間8万機以上
の国際線航空機が着陸するため、航空機によって
持ち込まれる外来種の侵入リスクを検証する上で
重要な施設である。今回、演者らは航空機内におけ
る蚊の採取調査、空港区域内での蚊の成虫・幼虫の
採集調査の結果を報告した。過去10年間に4,514
機で機内調査を行い、これらのうち123機 (2.7%) 
で622体の蚊成虫が採集された。採取された成虫
は少なくとも5種に分類され、国内に生息してい
ないネッタイシマカおよび Culex gelidus も確認
された。空港区域内における成虫の採集調査では、

10年間で少なくとも14種15,586個体が採集され
た。内訳はコガタアカイエカが9,902個体で全体
の60%以上を占めた。また、幼虫の採集では少なく
とも14種類が採取され、日本に生息していない
ネッタイシマカが2012～2015年に7回採取され
ている。さらに、機内および区域内で採集された成
虫を用いた蚊媒介性病原体の調査では、2013年9
月に採取されたコガタアカイエカから日本脳炎ウ
イルスが検出された。
　国内外での蚊媒介性疾患の流行によって、国内
各地で蚊の生息調査および保有ウイルスの調査が
行われている。成田空港をはじめとする国際空港
は、国外からの媒介昆虫の侵入ルートとして重要
である。本演題では、日本には生息していないネッ
タイシマカなどが国内に持ち込まれていること、
さらに幼虫が生息していたことが明らかとなっ
た。今後、これらの外来生物が国内で定着している
のか、また海外伝染病を持ち込んでいないか注視
する必要がある。

（越智章仁）
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　平成28年5月13日から14日の2日間、福島県猪
苗代町において第51回日本脳炎ウイルス生態学
研究会が開催された。本研究会は、ウイルス学的研
究のみではなく、臨床やベクターである蚊の生態
などに関する研究を含んだ、広い観点から日本脳
炎ウイルスおよび近縁の各種フラビウイルスやそ
の他のアルボウイルス（節足動物媒介性ウイルス）
に関する総合的な討論をする研究会である。猪苗
代町は、フラビウイルスに属する黄熱ウイルスの
研究でも有名な野口英世博士の生誕の地であり、
設立から半世紀を越えた本研究会の開催にふさわ
しい場所であろう。
　一般演題22題と特別講演3題が発表され、約50
名の参加者が活発な討論を行なった。興味を持っ
た演題の概要を以下に記す。

○デングウイルスレプリコンを用いたフラビウイ

ルス網羅的中和抗体アッセイ系の開発
鈴木亮介ら（国立感染症研究所）

　フラビウイルス属には、日本脳炎ウイルス、ウエ
ストナイルウイルス（WNV）、デングウイルス、ダ
ニ媒介性脳炎ウイルス、黄熱ウイルス、最近話題と
なっているジカウイルスなど、ヒトや動物に重篤
な疾病を起こす可能性のあるウイルスが含まれ
る。さまざまなフラビウルス感染症の血清学的診
断法として、ELISA法や中和試験法が広く用いられ
ている。ELISA法は、多検体を短時間で測定できる
方法であるが、ときに非特異反応が認められるこ
と、近縁のウイルス間で交差反応が認められるこ
とがあり、主にスクリーニング検査に用いられて
いる。
　中和試験は、血清学的診断法のなかでは最も古
くから用いられている方法であり、一般に特異性
が高く、鑑別診断や確定診断に用いられる。しかし

感染性のある生きたウイルスを扱うことから、病
原性の強いウイルスの場合には検査施設に高いバ
イオセーフティーレベルが求められる。また手技
が煩雑で、判定までに2～5日間程度必要であるな
ど、全ての検査施設で実施できる検査法ではない。
　演者らは、デングウイルス１型（DENV1）ゲノム
の構造タンパク質領域を欠損させ、そこに、生物発
光を触媒する酵素タンパク質であるルシフェラー
ゼの遺伝子を組み込んだ遺伝子（レプリコン）を作
製した。さらに上記のそれぞれのフラビウイルス
の構造タンパク質であるprMEを発現するプラス
ミドを作製した。prMEはMとEタンパク質に分か
れ、ウイルス粒子表面に発現する。ウイルスのEタ
ンパク質が細胞に吸着し感染が開始する。そのた
めEタンパク質に対する抗体はウイルスの感染を
阻害しウイルスを中和することができる。演者ら
は、DENV1レプリコンと各ウイルスのprME発現
プラスミドの２つを同時に293T細胞に導入し、各
ウイルスのprMEを発現するウイルス粒子を得た。
このウイルスは細胞に1回だけ感染することがで
き、感染細胞には感染ウイルス量依存的にルシ
フェラーゼの活性が認められた。またこれらのウ
イルスと各ウイルスに対する中和抗体を有する血
清を反応させるとルシフェラーゼ活性が減少し
た。
　この系では感染2日後に定量的にルシフェラー
ゼ活性を測定可能であり、中和抗体の測定もルシ
フェラーゼ活性を指標にして測定することができ
た。
　この系では、測定したいフラビウイルスのprME
を発現するプラスミドを作製すれば、中和抗体の
測定が可能となる。作製したウイルスは1回感染
性を有するのみであり、元のフラビウルスに比べ

操作上の安全性が大きく向上する。また複数のフ
ラビウイルス感染の鑑別診断にも利用することが
期待される。

○ケニアにおけるリフトバレー熱診断用イムノク
ロマト法キットの開発と評価

井上真吾ら（長崎大学）
　リフトバレー熱は、ブニヤウイルス科に属する
リフトバレー熱ウイルスを原因とし、蚊によって
媒介される反芻類家畜の致死性の高い疾患であ
る。ヒトでもインフルエンザ様症状、ときに髄膜脳
炎などを起こすことがある。日本での発生はなく、
アフリカが主要な発生地域である。人へは、蚊の媒
介および感染動物の血液、体液や乳などの接触で
感染する。動物用ワクチンは存在するが、疾病対策
が十分ではなくケニアでは最も重要な人獣共通感
染症のひとつであるとのことである。
　演者らはヒトの本病の迅速診断のために、感染
早期に出現するIgM抗体を検出する簡易迅速診断
用イムノクロマト法キットを開発した。ケニアで
の本病発生時の患者血清を用いた評価では、高い
特異性と感度が確認された。本キットは判定まで
の時間が30分以内と短く、目視で判定可能であ
り、地方の病院などのフィールドでの診断に利用
可能であり、ケニアで実用化されているとのこと
であった。我々も、馬インフルエンザや馬ロタウイ
ルス病の診療現場での迅速診断に、ヒト用に開発
されたウイルス抗原検出用の迅速診断キットを利
用している。臨床現場で実施可能な診断法の開発
は、疾病の早期摘発、早期封じ込めのために非常に
重要である。

（近藤高志）
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催事案内

第29回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ

日時：2016年11月28日（月）12：30より
　　　　　　11月29日（火） 8：30より
場所：東京大学農学部　弥生講堂（一条ホール、ア
ネックス）、３号館教授会室
プログラム ：
11月28日（月）  一般講演・2015年学会賞受賞講

演・2015年奨励賞受賞講演・企業
提供セミナー・企業展示・JRAと
の合同懇親会

11月29日（火）   一般講演・優秀発表賞候補講演・
2016年学会賞受賞講演・2016年
奨励賞受賞講演・招待講演・臨床
委員会症例検討会・企業提供セミ
ナー・定時総会・企業展示

　なお、11月28日(月)は、第58回JRA競走馬に関す
る調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：　会員3000円　　非会員5000円
　　　　  学生1000円（会員・非会員を問わず）
* 学会参加の事前登録は行いません。

【2015年奨励賞受賞講演】
（3号館教授会室；11月28日（月）　13：30-14：00）
テーマ：サラブレッドにおける乳酸代謝 

座長：桑原正貴（東京大学） 
講演者：北岡　祐（東京大学）

【2015年学会賞受賞講演】
（3号館教授会室；11月28日（月）　14：00-14：30）
テーマ：ウマ運動生理学研究の現在と歴史 

座長：桑原正貴（東京大学）
講演者：平賀　敦（JRA日高育成牧場）

【2016年奨励賞受賞講演】
（一条ホール；11月29日（火）　13：00-13：30）
テーマ：サラブレッドの周術期における酸化スト
レスに関する研究 

座長：佐々木直樹（帯広畜産大学）
講演者：都築　直（宮崎大学）

【2016年学会賞受賞講演】
（一条ホール；11月29日（火）　13：30-14：00）
テーマ：ウマの蹄病とその治療に関する研究 

座長：楠瀬　良（日本装削蹄協会）
講演者：桑野睦敏（日本装削蹄協会）

【臨床委員会企画　招待講演】
（一条ホール；11月29日（火）　14：10 - 16：10）
テーマ：競走馬の上部気道疾患 ̶  基礎編 ̶ 

座長：田上正明（社台ホースクリニック）
講演者： No rm  G .  Du cha rme  DVM ,  MSc ,  
Diplomate ACVS

（James Law Professor of Surgery, Cornell  
University Hospital for Animals）

【臨床委員会企画　症例検討会】
（３号館教授会室；11月29日　8：30-10：30）
テーマ：馬の呼吸器疾患

座長：田上正明（社台ホースクリニック）
コメンテーター：Norm G. Ducharme DVM, MSc, 
Diplomate ACVS

（James Law Professor of Surgery, Cornell  
University Hospital for Animals）

パネリスト
１．椎名紀夫（椎名動物医院）
 肺出血と閉塞性気管支炎
２．佐藤正人（NOSAI日高）
 超音波による背側披裂輪状筋萎縮を診断
　　　  した症例群について
３．加藤史樹（社台ホースクリニック）
 OGEによる上部気道疾患の診断
４．菊地拓也（JRA 美浦トレーニング・センター）
 立位にてレーザーを用いた声嚢・声帯切除
　　　  術実施後の合併症
５．飯森麻衣（JRA栗東トレーニング・センター）
 Laser Surgery の合併症について
６．田上正明（社台ホースクリニック）
 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

【問い合わせ先】
○日本ウマ科学会事務局

【ADD】〒329-0412　栃木県下野市柴1400-4
　　　ＪＲＡ競走馬総合研究所内

【TEL】0285-39-7398　
【FAX】0285-44-5676
【E-mail】e-office@equinst.go.jp
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