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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa

2

および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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総　　説

サラブレッド競走馬の季節代償性発育を考慮できる
発育曲線推定法の一提案

小野田智昭1）・三宅　武1）・山本竜太2）・澤村恭平3）・村瀬晴崇4）・南保泰雄5）・井上喜信6）・松井　朗4）

１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質
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　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa
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および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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表1　発育曲線推定においてよく用いられる代表的な
　　  発育曲線関数
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa
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および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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図1
構築された副関数f’(t). 横軸は日齢t、縦軸はf’(t)の値. 副関数f’(t)
は432 日齢を中心に、季節代償性発育現象による発育速度の急
激な変動を説明する形状をとる.
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa

2

および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa

2

および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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表2　雄体重、雌体重、雌雄体高それぞれの近似パー
センタイル発育曲線における個体分散σa

2および誤
差分散σe

2の値
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa
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および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。

謝辞
　本実験にご協力をいただきました荒川和枝氏、
国分明氏、菅沼明子氏（JRA競走馬総合研究所）に
深謝いたします。

参考文献
  1．Allen, G. P. 2002. Epidemic disease caused by 

Equine herpesvirus-1: recommendations for 
prevention and control. Equine Vet. Educ. 14: 
136‒142.

  2．Allen, G. P., Kydd, J. H., Slater, J. D. and Smith, 
K. C. 2004. Equid herpesvirus 1 and equid 
herpesvirus 4 infections. pp. 829‒859. In: 
Infectious Diseases of Livestock (Coetzer, J. 
A .  W.  and Tust in ,  R .  C .  eds . ) ,  Oxford  
University Press, Cape Town.

  3．Damiani, A. M., de Vries, M., Reimers, G., 
Winkler, S. and Osterrieder, N. 2014. A 
severe equine herpesvirus type 1 (EHV-1) 

a b o r t i o n  o u t b r e a k  c a u s e d  b y  a  
neuropathogenic strain at a breeding farm in 
northern Germany. Vet. Microbiol. 172: 
555‒562.

  4．Irwin, V. L., Traub-Dargatz, J. L., Newton, J. R., 
Scase, T. J., Davis-Poynter, N. J., Nugent, J., 
Creis, L., Leaman, T. R. and Smith K. C. 2007. 
Invest igat ion and management  of  an  
outbreak of abortion related to equine 
herpesvirus type 1 in unvaccinated ponies. 
Vet. Rec. 160: 378‒380.

  5．Jang, Y., Lee, J., So, B., Lee, K., Yun, S., Lee, M. 
and Choe, N. 2014. Evaluation of changes 
induced by temperature, contact time, and 
surface in the efficacies of disinfectants 
against avian influenza virus. Poult. Sci. 93: 
70‒76.

  6．Kahrs, R. F. 1995. General disinfection 
guidelines. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 14: 
105‒122.

  7．Maillard, J. Y., Sattar, S. A. and Pinto, F. 2013. 
Virucidal activity of microbicides.  pp. 
178‒207. In:  Russell ,  Hugo & Ayliffe’s 
Principles and Practice of Disinfection, 
Preservation and Sterilization (Fraise, A. P., 
Mai l lard ,  J .  Y .  and Sattar ,  S .  A .  eds . ) ,  
Wiley-Blackwell, Hoboken.

  8．Nemoto, M.,  Bannai ,  H. ,  Tsujimura, K. ,  
Yamanaka, T. and Kondo, T. 2014. Virucidal 
effect of commercially available disinfectants 
on equine group A rotavirus. J. Vet. Med. Sci. 

76: 1061‒1063.
  9．Slater, J. 2007. Equine Herpesviruses. pp. 

134‒153. In: Equine Infectious Diseases 
(Sellon, D. C. and Long, M. T. eds.), Saunders 
Elsevier, St. Louis.

10．Tsujimura, K., Oyama, T., Katayama, Y., 
Muranaka, M., Bannai, H.,  Nemoto, M., 
Yamanaka, T. ,  Kondo, T. ,  Kato,  M. and 
Matsumura T. 2011. Prevalence of equine 
h e r p e s v i r u s  t y p e  1  s t r a i n s  o f  
neuropathogenic genotype in a major 
breeding area of Japan. J. Vet. Med. Sci. 73: 
1663‒1667.

11．Walter, J., Seeh, C., Fey, K., Bleul, U. and 
Osterrieder, N. 2013. Clinical observations 
and  management  o f  a  severe  equ ine  
herpesvirus type 1 outbreak with abortion 
and encephalomyelitis. Acta. Vet. Scand. 55: 
19.

12．Weber, D. J., Barbee, S. L., Sobsey, M. D., 
Rutala, W. A. 1999. The effect of blood on 
the antiviral activity of sodium hypochlorite, 
a phenolic, and a quaternary ammonium 
compound. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 
20: 821‒827.

13．Yamanaka, T., Bannai, H., Tsujimura, K., 
Nemoto, M., Kondo, T. and Matsumura, T. 
2014. Comparison of the virucidal effects of 
disinfectant agents against equine influenza 
A virus. J. Equine. Vet. Sci. 34: 715‒718.

図2
サラブレッド馬雌雄体重に関する散布図(グレー点)とパーセン
タイル発育曲線群。下からそれぞれ3,10,25,50,75,90,97 パーセ
ンタイル曲線を示す。破線は、第一次および第二次季節代償性
発育期の中心を示す(432 日齢および797 日齢)。横軸は日齢t、
縦軸は体重(kg)。

図3
サラブレッド馬体高（雌雄合同）に関する散布図(グレー点)と
パ ー セ ン タ イ ル 発 育 曲 線 群 。下 か ら そ れ ぞ れ
3,10,25,50,75,90,97 パーセンタイル曲線を示す。破線は、第一次
季節代償性発育期の中心を示す(432 日齢)。横軸は日齢t、縦軸
は体高(cm)。
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa
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および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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図4
誕生日の違いを補正するための新たな変数dを組み込んだ体重
発育曲線（黒実線、d＝158 に相当）と、補正がない場合の体重発
育曲線（グレー破線、d＝81 に相当）の比較。dは1 月1 日からの
経過日数を表す変数．黒点は6 月7 日生まれ（d＝158）の個体の
体重推移を示す．季節代償性発育による体重の急激な増加のタ
イミングはd＝158 の曲線によく沿っていることが読み取れ
る。横軸は日齢t、縦軸は体重(kg)。
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記録を時間軸にしたがって描画した曲線のことで
あり、一般に、幼少から成熟に至る発育期の発育度
合いの描画に用いられる。とくに多くの個体から
なる集団記録を用いて推定され、集団内での全体
的な発育傾向やばらつきを考慮したものは標準発
育曲線と呼ばれる。標準発育曲線は、その生物種集
団の標準的な発育傾向を提示する有用な指標であ
り、個体の発育健全性の確認、発育異常などの早期
発見、早期治療などに役立つため、数多くの生物種
において広く推定されてきている。発育曲線関数
はいわゆるＳ字型のシグモイドと呼ばれる曲線関
数群に属し、時間が経つにつれて発育増加度合い
が低下し、最終的に発育値がある一定値に漸近的
に近づくような曲線関数である。
　サラブレッド子馬の発育は急速である。子馬の
生時体重は平均で約57kgであり、その一ヶ月後に
は約100kg、半年後には約250kgにも達する[11]。
体重増加に伴って骨や腱などもバランスよく発育
しなければ、種々の障害などが発生する可能性が
高くなる。Hintzら[6]はカナダ産サラブレッド競走
馬1,992頭についての記録を用いて、サラブレッ
ド競走馬の発育率を調査し、性差、母馬齢、子馬の
出生月が、体重・体高といった体格要素に影響する
ことを報告した。Brown-Douglasら[3]は、アメリ
カ、イングランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、インドにおけるサラブレッド競走馬の発育
パターンを調査し、気候の異なる地域においては、
サラブレッド競走馬の発育パターンが互いに異な
ることを見出した。また、恒常的に暑熱環境下にあ
るインド以外の地域では、冬季に一日あたりの増
体量が低下し、続く春季に増体量が上昇する、典型
的な季節代償性発育現象のパターンが認められる
ことを報告しており、地域・国ごとに、互いに異な
る発育様相を考慮できる標準的な発育曲線を作成
することが有益であると述べている。
　調査対象のウマ集団に最もよく当てはまる発育
曲線を推定する研究としてMorelら[10]によるも
のがある。Morelらは、ニュージーランド産サラブ
レッド競走馬218頭の200日齢ごろまでの記録を
用いて７種類の発育曲線モデルを比較し、出生か
ら離乳期ごろまでの調査対象馬群に最もよく当て
はまる発育曲線が何であるか調査している（表

1）。この研究においては、「Brody発育曲線」が子馬
の発育様相をもっとも正確に反映し、これをもと
にした飼養管理が発育初期に有用であるという結
果を報告している。ただしこの研究では季節代償
性発育期に該当する月齢までの記録は含まれてい
ない。

　わが国では、Yamamotoら[17]は、北海道日高地
方におけるサラブレッド競走馬の体重および体部
位の測定を出生直後から450日齢まで経時的に行
ない、子馬の発育に影響を及ぼす要因と、その影響
度合いについて調査した。その結果、サラブレッド
競走馬の増体速度は冬に遅くなり、春から夏にか
けて速くなるという、増体速度への季節の影響を
指摘している。また、秋元[2]は、サラブレッド競走
馬における30日齢から450日齢の子馬の発育パ
ターンを把握するために、Richards発育曲線を性
別ごとにあてはめ、その実用性について検討して
いる。推定されたRichards発育曲線関数はおおむ
ね発育データへの高い適合度を示した。しかし、こ
の研究では、季節代償性発育現象による影響は同
関数内には考慮されておらず、冬季春季における
誤差（関数の当てはまりの悪さ）が存在することが
報告されている。具体的には、冬季にあたる400日

齢前後でRichards発育曲線関数による予測値が実
測平均値を上回り、冬季発育速度低下を従来の
Richards発育曲線では捉えることができないこと
が示唆されている。また、これまでわが国のサラブ
レッド競走馬の育成に大きく貢献してきた日本中
央競馬会競走馬総合研究所は、日本国内で生産さ
れたサラブレッド種のうち、骨端症など発育と関
連があるとされている疾患の発症がなかった馬の
平均値などに基づき、標準発育値や標準発育曲線
を定めている[12]。
　このように、サラブレッド子馬の発育様相の定
量化に関する様々な研究が世界中で行われてき
た。しかし、サラブレッド子馬に特徴的な季節代償
性発育現象を直接考慮できる標準発育曲線は残念
ながら推定されてこなかった。おそらくその理由
は、変曲点が複数存在するような複雑な曲線の数
学関数の構築が困難だったからだと考えられる。

３．１年目の季節代償性発育を考慮できる発育曲
線の確立
　最初に、取り組むべき課題を単純化して解決策
を模索するために、生後１年目頃に生じるサラブ
レッド子馬の第１回目の冬季春季に認められる季
節代償性発育現象（第一次季節代償性発育現象と
呼ぶ）のみに注目し、それを考慮できるような発育
曲線関数の構築を検討した。
　本検討のための実測記録として、公益社団法人
日本軽種馬協会から供与された、サラブレッド雄
子馬の体重記録232頭（1,633件、およそ700日齢
ごろまでの記録で1年目の冬季春季が含まれるが
２年目の冬季春季は含まれない）を用いた。まず、
発育曲線にかかわる従来の多くの研究において広
く利用されてきた７種類の非線形発育曲線関数を
用い、同体重記録への当てはまりの良さを検討し
たところ、Richards発育曲線関数が最も当てはま
りが良いことがわかった。そこでこれ以降は、この
Richards関数を基盤関数として用いることにし
た。このRichards発育曲線関数は、そのままでは季
節代償性発育現象を考慮できないため、第一次季
節代償性発育現象が起きる日齢（432日齢）前後
で、関数予測値と発育記録実測値との間の誤差（隔
たり）が、当該実測記録においても明らかに生じて

いた。そこで、季節代償性発育現象による、冬季春
季の顕著な発育速度変化を考慮する副関数（式(1)
中のf ’(t)の部分。図１にその形状を示す）を基盤関
数に組み込む方法を発案し、新たな発育曲線関数
を確立した。

ここで

　BWmaleは雄サラブレッド体重（kg）、tが日齢（生ま
れた日を0日齢目と換算する）、eは自然対数（≒
2.718）である。上記では副関数f’(t)部分が別の行に
分割して表記されているが、実際には式(1) は、一
行で表記されるべき、日齢tに関する単一変数関数
である。式(1)に含まれる個々の変数を推定するに
あたり、まず体重成熟値は軽種馬飼養標準を参考
に575.0 kg（固定）とし、Richards関数の未知変数
に該当する-0.94513、-0.00213、1.2412の数値部
分をまず記録から推定しておき（このとき副関数f’
(t)の係数は0.0で固定しておく）、その後、それらの
値を既知としてf’(t)の係数0.3582を最後に推定す
る二段階推定を行った。
　副関数f’(t)の期待値は、図１の縦軸（縦軸）変数に
示されるように、その平均値（期待値）はゼロであ
る。また横軸（水平軸）変数は0からプラス無限大
まで連続している。432日齢目を中心に大きく上
下に波打つ形状をしており、これをRichards関数
内での自然対数eの係数（発育速度にかかわる変数
とされている）として用いることで、既存の
Richards関数の形を一部変化させている。
　この副関数の働きによって、季節代償性発育期

の間だけ発育速度の短期的変動が補正される。具
体的には、季節代償性発育期に入ると副関数の値
がゼロから徐々に負の値へと変化し、冬季に引き
起こされる発育速度低下を説明する。続いて432
日齢（これも記録にもとづいて推定された）を境に
副関数値が正の値をとるようになり、春季におけ
る発育速度の上昇が説明される。季節代償性発育
期終了後は、副関数の値が再びゼロとなり、副関数
部分はもはや基盤関数に影響を与えなくなる。
　新たな発育曲線関数の有用性を確認するため
に、従来のRichards発育曲線関数（式(1)でf’(t) = 0.0
としたもの）と、季節代償性発育現象を考慮できる
新たな発育曲線関数（式(1)）の両者を用いて体重
記録への当てはまりの良さをAIC（赤池情報量基
準）[1]によって比較し、従来のRichards発育曲線関
数よりも、新たな発育曲線関数のほうが記録への
良好な当てはまりを示すことが示された[13]。

４．１年目に加えて２年目の季節代償性発育を考
慮する
　ここまでで考案された方法によって、サラブ
レッド競走馬の季節代償性発育現象を考慮できる
発育曲線推定の基礎的な方法論が確立された。し
かしながら、サラブレッド子馬は、競走馬としてデ
ビューするまでに2度の冬季春季を、すなわち2度
の大きな代償性発育期を経験する。そこで、ここま
での方法論を応用し、2度の代償性発育を考慮で
きる発育曲線関数を推定した[14]。
　本検討のための実測記録として、JRA日高育成
牧場で収集された1,100日齢ごろまで（2度目の冬
季春季の時期を含む）を網羅した日本サラブレッ
ド競走馬の雄体重39頭3,961件、雌体重41頭
4,341件の記録を用いた。1歳齢での季節代償性発
育現象（第一次季節代償性発育）に加えて2歳齢で
の季節代償性発育現象（第二次季節代償性発育）を
考慮するために、式(1)の発育曲線関数内に、さら
に2個目の副関数f’’(t)を作成し組み込んだ。
　第二次季節代償性発育は第一次季節代償性発育
現象のちょうど１年後（432日 + 365日 = 797日）
に生じると仮定した。以下に示すのが、2歳齢まで
の季節代償性発育を考慮できる雄サラブレッドの
発育曲線関数である。

ここで

　　　　　

　副関数f’(t) 、f’’(t)がそれぞれ第一次および第二次
季節代償性発育現象による発育速度変化を補正し
ている。副関数f’(t) 、f’’(t)は雌雄で共通であるが、係
数（数値部分）は性によって当然異なる。なお、雌体
重あるいは体高のための発育曲線推定には、本稿
3節4節で説明した内容を、それぞれの記録を用い
て独自に推定することになる。
　この新たな発育曲線関数、第一次季節代償性発
育のみを考慮できる発育曲線関数、従来の
Richards発育曲線関数を用いて、雌雄それぞれの
体重記録への当てはまりの良さをAIC、Bayesian 
Information Criterion (BIC)および対数尤度の指標
を用いて比較した。その結果、いずれの指標におい
ても、新たな発育曲線が第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線や従来のRichards曲線よ
りも優れた結果を示し、2回の季節代償性発育を
考慮できる発育曲線関数が、雌雄サラブレッド競
走馬の体重予測性能にもっとも優れていることが
示された[14]。

５．季節代償性発育を考慮できる近似パーセンタ
イル発育曲線関数
　パーセンタイルとは、ある観測値が集団内序列
においてどの位置にあるのかをパーセントで示す
値である。同じ日齢のサラブレッド競走馬が100
頭おり、それらの体重を観測値とすれば、5パーセ
ンタイルは、100頭の体重を軽い方から並べて5番
目に位置する個体の体重であり、95パーセンタイ
ルは、軽い方から95番目に位置する個体の体重と
なる。これらのパーセンタイル値を時間軸に沿っ
て繋ぐことで構成される曲線群が、パーセンタイ
ル発育曲線である。パーセンタイル発育曲線は個
体発育の変動状況を評価する臨床指標としてしば
しば用いられる。

　パーセンタイル発育曲線はとくにヒトの医療分
野で広く推定されているが、発育異常の早期検出
など、動物の発育状況を評価する際に非常に有用
である[4, 9]。実測記録から算出されたサラブレッ
ド競走馬のパーセンタイル発育表はすでに発表さ
れてきたが[5, 7]、季節代償性発育現象を考慮でき
るパーセンタイル発育曲線は推定されていない。
我々は前節までの成果をもとに、日本産サラブ
レッド競走馬のための季節代償性発育現象を考慮
できる近似パーセンタイル発育曲線推定を試み
た。なお、パーセンタイル曲線は実際のデータの
パーセンタイルを用いて推定されることが多く、
50パーセンタイルを中心に非対称になることも
あるが、我々の研究では分散を元にしたパーセン
タイル曲線を求めたため本稿では近似パーセンタ
イル曲線と称している。
　近似パーセンタイル発育曲線の推定にあたって
は記録のばらつき状況（分散成分）を推定する必要
があり、多くの記録を用いることが望ましい。した
がって、体重に関する分析には、ここまでに入手で
きたすべての記録（雄271頭5,594件、雌237頭
5,680件）を合わせて用いた。また、体高に関して
は、記録数が少なかったこと、および体高は雌雄で
差が小さいという予備分析の結果が得られていた
ため、雌雄の記録を合同させた422頭（合計3,770
件）の記録を用いて雌雄共通の発育曲線関数を求
めた。なお、入手可能な体高記録の日齢は最大で
800日齢頃までであり、第一次季節代償性発育の
みを考慮できる発育曲線およびその近似パーセン
タイル曲線を推定した。
　記録のばらつき具合の指標となる近似パーセン
タイル発育曲線を求めるためには、式(3)、(4)、(5)
で示すように標準偏差値σの推定が必要となる。
式(2)と式(3)とを比較してみれば、標準偏差を示す
変数であるσa（個体標準偏差）とσe（誤差標準偏
差）が追加されていることが分かる。これらの標準
偏差値を求めるために、式(2)に個体分散変数σa

2

および誤差分散変数σe
2を追加して（場所は式(3)、

(4)、(5)での標準偏差変数と同じ位置に配置。ただ
し、分散推定時には、Z係数値は0.0（固定）とする）、
それぞれの分散成分を形質別雌雄別に推定した。
それらの値を表２に示す。推定された分散値を平

方することで標準偏差値が得られる。推定された
分散成分から求められる標準偏差値と各パーセン
タイルに呼応するZ係数値を組み合わせて発育曲
線関数に代入することで、近似パーセンタイル曲
線を推定することができる。なお、3, 10, 25, 50, 
75, 90および97パーセンタイルに対応するZ係数
値は、それぞれ－1.881, －1.282, －0.675, 0.000, 
0.675, 1.282, 1.881である。また、表２から求めら
れる標準偏差値は対応するそれぞれの形質のもの
を用いる。

　図２に示すのが、サラブレッド競走馬の体重に
関する雌雄それぞれの近似パーセンタイル発育曲
線であり、図３に示すのが、体高（雌雄合同）に関す
る近似パーセンタイル発育曲線である。構築され
た近似パーセンタイル発育曲線群の妥当性を検証
するために、各パーセンタイル曲線間に存在する
記録数をカウントし、体重および体高記録への当
てはまり状況を確認したところ、記録群は各パー
センタイル曲線間に設定されたパーセンタイル区
分にほぼ従って分布していた[15]。つまり、個体の

集団における位置づけや過重・過少体重と判断す
るための基準が、近似パーセンタイル発育曲線に
よって視覚的に提示可能となった。近似パーセン
タイル発育曲線群は、発育速度が突然大きく変化
するために飼養管理が一般に難しいとされる季節
代償性発育期における子馬の育成状況把握に役立
つものと考えられる。
　なお、図２，３に示されるように、今回用いた個
体群の体重・体高記録は、50%パーセンタイル曲線
の上方にばらつく傾向が認められた。ここから、近
年の競走馬の発育状況が、以前よりも良くなって
きていることが示唆される。パーセンタイル曲線
を用いることで、各子馬の発育状況に適合するそ
の子馬にとっての基本的なパーセンタイル曲線が
得られるため、その後の発育での急激なパーセン
タイル変動の有無に注目することによって、その
子馬の体調管理を適切に行うことができるものと
考えられる。さらに、次節で紹介する、個体ごとの
標準発育曲線（および個体ごとの標準パーセンタ

イル曲線）を構築することで、個々の個体の適切な
発育管理に十分に寄与できるものと考えられる。

６．誕生日に基づく個体別の標準発育曲線推定法
　サラブレッド競走馬の誕生日は3月下旬頃を中
心に1月から6月頃までばらついている。そのた
め、誕生日の早い遅いによって「冬期を迎える個体
別日齢」が個々の子馬で異なる。当然、続く春季で
の代償発育最加速時点での日齢も各子馬で異なる
ことになる。
　たとえば、6月に生まれるサラブレッド競走馬
は、1月に生まれるサラブレッド競走馬よりも
五ヶ月分早く代償性発育期を迎える（暖かくなる
翌年の3月に季節代償性発育が生じるとすれば、
１月生まれ子馬は14ヶ月齢で、6月生まれ子馬は
9ヶ月齢で翌年の3月を迎える）。そのため、各サラ
ブレッド競走馬の誕生日の違いを考慮することに
より、サラブレッド競走馬個別の発育曲線が推定
でき、個体ごとの発育傾向を反映した飼養管理を
実現する上で有益であると考えられる。そこで、５
節までに確立した発育曲線（および近似パーセン
タイル曲線）での季節代償性発育が生じる時期を、
誕生日について横軸方向に前後にずらすことで、
誕生日情報に基づいた個体別の発育曲線を推定す
る方法を提案した[16]。前節までに確立された発
育曲線（および近似パーセンタイル曲線）、すなわ
ち式(3)、(4)、(5)を基盤関数として用い、そこに誕
生日の違いを相対的に補正するための新たな変数
dを副関数内の日齢変数tの補正用として組み込ん
だ。具体的には、式(2)、(3)、(4)、(5)での、副関数部分
f’(t) 、f’’(t)中のみの「t」を「t ＋d -81」に置換すればよ
い（主関数内のtはそのままとする）。dが81よりも
小さければ季節代償性発育が生じる変曲点が右側

（成熟方向）に移動し、dが81より大きければ変曲
点が左側（出生時方向）に移動する。このd変数は1
月1日からの経過日数を表す変数である。もし子
馬が1月1日に生まれたら、d＝1となる。子馬が2月
15日生まれであれば、d＝46となる。本研究で用い
られた子馬群のdの平均値はd＝81であった（つま
り調査対象下のサラブレッド競走馬は3月21日（1
月1日から数えて81日目）を中心にして誕生して
いた。d変数を加えることで、季節代償性発育現象

の個体別の開始日齢をサラブレッド競走馬の誕生
日の違いに従って前後移動できるようになった。
図４に、6月7日生まれの子馬個体の発育曲線の様
子を一例として示す。誕生日情報を考慮しない場
合の発育曲線はd＝81の場合となり、6月7日生ま
れ情報を加味した場合はd＝158での発育曲線と
なる。作成されたd＝158の個体別発育曲線は、こ
の個体について、季節代償性発育現象による二度
の発育速度の加速時期を、誕生日を考慮しない場
合よりも正確に捉えていることが図から読み取れ
る。
　このd変数を用いた関数改良の有用性を確かめ
るために、雌雄個体の一頭一頭について、d =(誕生
日)の場合、およびd = 81の場合の間で、予測誤差
およびAICを用いて比較を行った。その結果、d =
(誕生日)の場合の個体別発育曲線は、d = 81の場合
の発育曲線よりも、体重および体高の実測値によ
く適合することが明らかになった。
　この手法は、近似パーセンタイル曲線群（式(3)、
(4)、(5)）にそのまま応用することが可能であり、誕
生日の異なる子馬別のテイラーメイドパーセンタ
イル曲線を作成できることになる。誕生日情報を
基にした体重と体高に関する個体別の発育曲線

（および近似パーセンタイル曲線）は、日本産サラ

ブレッド子馬の季節代償性発育期での飼養管理に
とくに有用であると考えられる。

７．まとめ
　本稿では、日本産サラブレッド種子馬の体重お
よび体高に関する発育記録を用い、季節代償性発
育を考慮できる発育曲線の数学関数を確立する新
たな方法を提示し、さらにその方法を応用するこ
とにより、日本産サラブレッド種子馬育成におけ
るそれらの発育曲線関数の有効性を検討した我々
の成果を中心にレビューを行った。
　発育曲線の種類は数多くあり、我々が本稿で提
案した手法はそのうちの一つに過ぎない。パラ
メータ数が多く複雑な発育曲線は推定に際し、計
算が収束せず適切な推定値を得ることができない
ケースが往々にして存在する。我々の提案した発
育曲線は基盤関数部がシンプルであるため、複数
回の季節代償性発育現象によって関数が極めて複
雑な曲線形状になってもパラメータ推定可能性が
維持されていたことが、この成果が得られた重要
な要因のひとつであろうと考えている。
　今回推定した発育曲線は、個体成熟値を軽種馬
飼養標準におよそ準じることで体重575.0kg、体
高161.0cmと設定（固定）しているが、近年の競走
馬の発育状況が、以前（軽種馬飼養標準策定時）よ
りも良くなってきていることが示唆される。競走
馬発育の趨勢を考慮した推定を行うためには、個
体成熟値を現状の軽種馬集団をもとに推定し、そ
の値を用いて関数を構築するなどの処理を行うこ
とで実現できる。
　本稿で紹介した一連の成果によって、効率的な
サラブレッドの育成管理が可能となり、優秀なサ
ラブレッド競走馬の生産につながると考えられ
る。今後の競走馬研究の発展により、遺伝要因や
様々な環境の要因をさらに発育曲線関数モデルに
取り込むことで、サラブレッド競走馬発育に関す
る理解がいっそう進むことを期待したい。
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１．はじめに
　サラブレッド（Thoroughbred）競走馬は、「徹底
的に品種改良された」というその名前が示すとお
りに競走能力に関する選抜淘汰が繰り返され、ウ
マの中でも極めて高い競走能力を有する品種であ
る。サラブレッド競走馬は季節繁殖性動物であり、
新生子のおもな食糧となる牧草が地表を覆いはじ
める早春の美しい季節に一斉に出産期を迎える。
若駒の競走馬デビュー時における馬体を有利にす
るために、近年やや早期に出産させる傾向にある
といわれるが、おおむね１月～６月を中心に若駒
たちは生まれてくる。その結果、若駒たちは発育過
程でのおよそ同じ月齢期頃に冬という季節を一斉
に迎えることになる。
　わが国でのサラブレッド競走馬の著名な生産地
のひとつである北海道は、いわゆる寒冷地である。
これまで優れたサラブレッド競走馬を多く産出し
てきた北海道日高地方では、冬季の１月、２月の平
均気温が零下となる。寒冷地で子馬育成を行う場
合、一般に、子馬の発育速度が冬季に低下、その後
の春季に大きく上昇する、いわゆる季節代償性発
育現象が個体レベルで顕著に生じる。この季節代
償性発育現象自体は、ウマに限らず他の生物でも
一般に認められる現象である。ただし、ウマなどの
季節繁殖性動物の場合では、春に一斉に生まれた
若駒たちがお互いに同じような月齢頃に一斉に冬

を迎えるため、若駒集団の発育記録分布形状それ
自体に、明らかに季節代償性発育現象特有のカー
ブが生じてしまうことになる。発育曲線のカーブ
が単純な漸次増加曲線ではなく、冬季春季を中心
に、発育曲線内に変曲点が複数存在するようなS字
カーブとなるのである。この季節代償性発育は、発
育期整形外科疾患（Developmental Orthopedic 
disease、DOD）を引き起こす要因と考えられてお
り、冬季および春季の細やかな飼養管理が若駒育
成上での重要な課題となっている。
　サラブレッド競走馬の育成には、標準的な発育
曲線をもとにした飼養管理が有効である。しかし、
上記の季節代償性発育現象を考慮できる発育曲線
の数学関数は、これまでのところ推定されていな
かった。我々は、日本産サラブレッド競走馬の健全
な育成に寄与することを目的に、季節代償性発育
現象を考慮できる発育曲線関数を確立する方法の
ひとつを世界で初めて提示した[13]。さらに、ばら
つきを示す近似パーセンタイル曲線[15]や個体別
発育曲線[16]の推定など発展的展開が可能である
ことを示した。本稿ではその概要を紹介する。

２．サラブレッド発育曲線についてのこれまでの
研究例
　発育曲線（成長曲線とも呼ばれる）は、ヒトや動
物の発育過程における体重・体高などの発育形質

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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研究ノート

ウマヘルペスウイルス1型に対する市販消毒薬と
陰イオン界面活性剤の不活化効果に関する研究

辻村行司1)・村瀬晴崇2)・坂内　天1)・根本　学1)・山中隆史1)・近藤高志1)

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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要約

　本研究では、各種薬剤のウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）に対する不活化効果を様々な条件下で検
討した。試験には、5種類の市販消毒薬、ベタセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級アンモニウム
塩）、クレンテおよびアンテックビルコンS（以上、塩素系消毒薬）と、洗剤に含まれる一般的な陰イオン
界面活性剤である、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（LAS）を使用した。その結果、4級アン
モニウム塩は、0℃以下の反応温度あるいは1分間以下の反応時間では、厩舎消毒時の推奨最高濃度で
あっても不活化効果を示さなかったが、塩素系消毒薬は、-10℃の反応温度、または30秒間の反応時間で
も不活化効果を示した。一方、有機物の存在下では、ベタセプトを除く4級アンモニウム塩の不活化効果
は、その他の薬剤と比較して安定的であった。LASは4級アンモニウム塩と同程度の不活化効果を示し
た。
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　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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表1　本研究で使用した消毒薬

表2　各種反応条件におけるEHV-1 を不活化した薬剤
　　  の最低濃度（MEC [w/v%]）
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　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。

謝辞
　本実験にご協力をいただきました荒川和枝氏、
国分明氏、菅沼明子氏（JRA競走馬総合研究所）に
深謝いたします。

参考文献
  1．Allen, G. P. 2002. Epidemic disease caused by 

Equine herpesvirus-1: recommendations for 
prevention and control. Equine Vet. Educ. 14: 
136‒142.

  2．Allen, G. P., Kydd, J. H., Slater, J. D. and Smith, 
K. C. 2004. Equid herpesvirus 1 and equid 
herpesvirus 4 infections. pp. 829‒859. In: 
Infectious Diseases of Livestock (Coetzer, J. 
A .  W.  and Tust in ,  R .  C .  eds . ) ,  Oxford  
University Press, Cape Town.

  3．Damiani, A. M., de Vries, M., Reimers, G., 
Winkler, S. and Osterrieder, N. 2014. A 
severe equine herpesvirus type 1 (EHV-1) 

a b o r t i o n  o u t b r e a k  c a u s e d  b y  a  
neuropathogenic strain at a breeding farm in 
northern Germany. Vet. Microbiol. 172: 
555‒562.

  4．Irwin, V. L., Traub-Dargatz, J. L., Newton, J. R., 
Scase, T. J., Davis-Poynter, N. J., Nugent, J., 
Creis, L., Leaman, T. R. and Smith K. C. 2007. 
Invest igat ion and management  of  an  
outbreak of abortion related to equine 
herpesvirus type 1 in unvaccinated ponies. 
Vet. Rec. 160: 378‒380.

  5．Jang, Y., Lee, J., So, B., Lee, K., Yun, S., Lee, M. 
and Choe, N. 2014. Evaluation of changes 
induced by temperature, contact time, and 
surface in the efficacies of disinfectants 
against avian influenza virus. Poult. Sci. 93: 
70‒76.

  6．Kahrs, R. F. 1995. General disinfection 
guidelines. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 14: 
105‒122.

  7．Maillard, J. Y., Sattar, S. A. and Pinto, F. 2013. 
Virucidal activity of microbicides.  pp. 
178‒207. In:  Russell ,  Hugo & Ayliffe’s 
Principles and Practice of Disinfection, 
Preservation and Sterilization (Fraise, A. P., 
Mai l lard ,  J .  Y .  and Sattar ,  S .  A .  eds . ) ,  
Wiley-Blackwell, Hoboken.

  8．Nemoto, M.,  Bannai ,  H. ,  Tsujimura, K. ,  
Yamanaka, T. and Kondo, T. 2014. Virucidal 
effect of commercially available disinfectants 
on equine group A rotavirus. J. Vet. Med. Sci. 

76: 1061‒1063.
  9．Slater, J. 2007. Equine Herpesviruses. pp. 

134‒153. In: Equine Infectious Diseases 
(Sellon, D. C. and Long, M. T. eds.), Saunders 
Elsevier, St. Louis.

10．Tsujimura, K., Oyama, T., Katayama, Y., 
Muranaka, M., Bannai, H.,  Nemoto, M., 
Yamanaka, T. ,  Kondo, T. ,  Kato,  M. and 
Matsumura T. 2011. Prevalence of equine 
h e r p e s v i r u s  t y p e  1  s t r a i n s  o f  
neuropathogenic genotype in a major 
breeding area of Japan. J. Vet. Med. Sci. 73: 
1663‒1667.

11．Walter, J., Seeh, C., Fey, K., Bleul, U. and 
Osterrieder, N. 2013. Clinical observations 
and  management  o f  a  severe  equ ine  
herpesvirus type 1 outbreak with abortion 
and encephalomyelitis. Acta. Vet. Scand. 55: 
19.

12．Weber, D. J., Barbee, S. L., Sobsey, M. D., 
Rutala, W. A. 1999. The effect of blood on 
the antiviral activity of sodium hypochlorite, 
a phenolic, and a quaternary ammonium 
compound. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 
20: 821‒827.

13．Yamanaka, T., Bannai, H., Tsujimura, K., 
Nemoto, M., Kondo, T. and Matsumura, T. 
2014. Comparison of the virucidal effects of 
disinfectant agents against equine influenza 
A virus. J. Equine. Vet. Sci. 34: 715‒718.

　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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研究ノート

腺疫のサーベイランスおよび
ローソニア感染症の疫学調査

競走馬総合研究所　微生物研究室　丹羽秀和

1．腺疫のサーベイランス
　腺疫は、腺疫菌（Streptococcus equi subsp. equi）
の感染によって起こるウマ科動物に特有の伝染病
である。腺疫菌は、馬の頭頸部リンパ節を中心に感
染し、馬同士の直接的な接触や、飼料、飲用水、飼養
者、馬房をはじめとした飼養環境要因を介して伝
染性に広がる。いったん腺疫が発生すると、その清
浄化には多大な労力とコストを必要とすることか
ら防疫上極めて重要な伝染病の一つである。腺疫
の発生は、世界的に報告されており、馬の競技会や
競馬開催の中止（2012年3月：米国サラトガ競馬
場）に至った事例も少なくない。わが国において
も、散発的な発生が認められており、最近では
2006年～2007年にかけて福島県での集団発生例
が報告されている。
　本調査では、北海道日高管内に飼養されている
軽種馬ならびに他の品種から得られた血清を用い
て腺疫血清抗体の保有状況について調査した。

材料と方法
　平成25～27年にかけて日高管内で飼養されて
いる延べ625頭のサラブレッド種およびその他の
品種（半血種，アラブ，ミニチュアホース，アングロ
アラブ，ハーフリンガー，ブルトン，ポニー、日本ポ
ニー，北海道和種，アメリカンミニチュアホース，
ファラベラ）から採取された血清ついて、PEPK繰
り返しペプチド抗原を用いた血清抗体検査（ELISA
法）を実施した。なお、ELISA法のカットオフ値は
Hoboらの論文（Vet Rec. 162:471-4）からOD値

0.427とした。また、本調査期間中は臨床的に腺疫
を疑う馬が認められなかったが、ELISA陽性となっ
た個体に対し、鼻腔スワブを用いたPC R法

（Newton et al., Equine Vet J. 32:515-26）による病
原検索を実施した。

平成25～27年度の成績
　腺疫血清抗体検査では、2検体（1頭）のみが陽性
となった。当該馬は、十勝管内から導入されたブル
トン種であった。当該馬は初めて陽性の確認され
た平成26年に鼻腔スワブを用いた病原検索を実
施したが、腺疫菌は検出されておらず、感染または
保菌している可能性は低いと考えられた。また、当
該馬のELISA抗体価は時間が経過してもほとんど
変化が認められなかった（平成26年：0.547, 平成
27年：0.554）。
　日高管内においては、3年間にわたって臨床的
に腺疫を疑う症例は認められなかった。また、日高
管内の飼養馬延べ625検体の血清学的検査におい
ても十勝管内から導入された1頭を除き陰性で
あったことから、同管内に腺疫が侵入した可能性
は低いと考えられた。

2.ローソニア感染症の疫学調査
　馬のローソニア感染症（馬増殖性腸症）は、国内
ではその実態は不明であったが、最近になって原
因菌の確認が報告されている。本症は、5～12ヶ月
齢の子馬に多く発生すると言われており、我が国
の生産地においても本症が疑われる症例がこの時

期に認められている。
　本調査ではローソニア感染症の発生時期と考え
られる9月～翌年3月までに本症が疑われた馬お
よびその同居子馬、過去に発生の認められた牧場
で飼養されている当歳馬について、Lawsonia 
intracellularis (Li)の病原および抗体調査を実施し
た。また、ローソニア感染を疑う死亡馬については
病原学的および病理組織学的解析を行った。

材料と方法
１）発症馬および同居馬の調査
　　平成24年10月～平成27年3月にローソニア

感染症が疑われた馬（発症馬）およびその同居
子馬（発症馬の母馬も含む）の血清と糞便また
は直腸スワブを採取し、病原学的検査（リアル
タイムPCR (rPCR) ）と抗体調査を実施した。な
お、抗体検査は、間接蛍光抗体法（IFA）を用いて
実施した。

２）過去の発生牧場における当歳馬の調査
　　過去にローソニア感染症が確認された牧場ま

たはブタ生ワクチンの投与が実施された牧場
において、本症の発生シーズン初期と考えられ
る9～10月に当歳馬から糞便と血清を採取し、
病原学的検査と抗体調査を実施した。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　　糞便中のLi菌数が比較的多かった検体につい

て、北海道大学の堀内教授らが開発したMLST
による遺伝子型別を実施した。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　　ローソニア感染疑い死亡馬の各種検体を採材

し、病原学的解析および病理組織学的解析を実
施した。

平成25～27年度の成績
１）発症馬および同居馬の調査結果
　a）発症馬の概要
　平成24年10月～平成27年3月の期間に、延べ72
牧場において発症馬が確認された。発症が確認さ
れた地区としては、浦河町、新冠町、日高町、新ひだ

か町が多く、これらの地区では毎年発生が確認さ
れ、一部では複数年で発生が確認される牧場も認
められた（表1）。1牧場あたりの発症頭数は1～3頭
であった。ほとんどの発症馬は当歳馬であったが、
1才馬も少数認められ、まれに繁殖牝馬での発生
も確認された。発症馬の検査結果の概要を表2に
示す。発症馬のrPCR陽性率は、60～67.6%であっ
た。抗体陽性率は高く、74.3～100％であった。一
方、発症馬の一部には病原学的検査および抗体検
査がともに陰性となった個体が認められた。これ
らの馬は、1頭を除き発症時にTPの低下が認めら
れなかったことから、その臨床症状は、ローソニア
感染症ではなく他の要因が関与している可能性が
考えられた（図1）。なお、TPの低下が認められた1
頭は繁殖牝馬であり、同居の当歳馬1頭にローソ
ニア感染症が確認されている。

b）同居馬における浸潤状況の調査
　各年の同居馬の糞便および血清の調査結果を表
3～5に示す。合計29牧場中13牧場において同居
馬の糞便からLi遺伝子が検出された（17.4%,  
32/183）。一方、抗体検査の結果、2牧場を除いた
すべての牧場で抗体陽性となる同居馬が認められ
た(62.7%, 96/153)。同居馬の抗体陽性率は牧場に
よって異なっていたが、同居馬のほとんどが抗体
陽性となる牧場も多く認められた。

２）過去の発生牧場またはワクチン投与牧場にお
ける疫学調査結果
　過去にローソニア感染症が確認された牧場また
はブタ生ワクチン投与牧場の9～10月時点（本病 の発生シーズン初期と考えられる時期）の当歳馬、

延べ16牧場153頭について病原学的検査および抗
体調査を実施した。過去の発生牧場では、ごく少数
の検体でLi遺伝子や特異抗体が検出された（表6）。
生ワクチン投与牧場では、Li遺伝子が検出される
個体は認められなかったが、ワクチン投与後の特
異抗体の出現率は牧場によって異なっており、全
く検出されない牧場も認められた（表7）。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　本調査において発症馬から検出されたLi（12

株）、他の地域（胆振）などで検出された馬由来Li（2
株）、国内外の豚由来Li（5株）の遺伝子型別結果を
図2に示す。馬から検出されるLi株の遺伝子型は、
豚由来のLi株とは異なっていた。さらに馬由来株
は大きく3系統に分かれたことから、日高管内の
馬群には様々な遺伝子型の株が存在することが明
らかとなった。同じ遺伝子型が検出される地区（浦
河町）、複数の系統の株が検出された地区（新冠町）
が認められた。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　平成25～27年度において病理解剖によってLi
遺伝子が検出された5症例について概要を示す

（表8）。当該馬の月齢は、1才馬であった症例4を除
き、6～9ヶ月齢で、いずれも10月から翌年1月の発
症であった。 主な症状として発熱や下痢が認めら
れ、記録のない１頭を除けば、いずれも重度の低蛋
白血症を起こしていた。Li遺伝子は小腸から大腸
の広い範囲で検出されており、病理組織学的には、
多くの症例において腸粘膜上皮の壊死や脱落が病
変の主体であった（図3）。 残存していた腸管粘膜
上皮の一部にのみ腸陰窩の過形成やLiが細胞内に
寄生している症例も認められた（症例4，図4）。症
例1は、Salmonella Typhimuriumとの混合感染で
あった。

平成25～27年度のまとめ
 　3年間にわたる本調査によって、生産地にはす
でにローソニア感染症が広く浸潤していることが
明らかとなった。本症が疑われLi遺伝子または特
異抗体が検出された個体のほとんどには重度の低
蛋白血症（TP:＜4.0g/dl）が認められており、海外
での報告と同様にＴＰの測定は、臨床的に本症を
診断するための指標として有効であると考えられ
た。過去に本症の発生が確認された牧場において
発生シーズン初期に当たると考えられる9～10月
に当歳馬から採取された糞便および血清の調査の
結果、Li遺伝子または特異抗体が陽性となった検
体は非常に少なかった。一方、発生牧場の同居馬の
17.4%からLi遺伝子が、62.7%から特異抗体が検出
されたことから、ローソニア感染症は、発生牧場で
も一旦は、清浄化するものの、発生シーズンになる
と何らかの経路で牧場内に侵入し、速やかに牧場
内に拡散すると推測された。また、同居馬は、TPの

低下などの異常を呈する個体も一部に認められた
が、多くは不顕性感染であった。発症馬は、ほとん
どが当歳馬であったが、1歳以上の馬での感染も
少数ながら確認された。
　Liの遺伝子型別の結果、日高管内には様々な遺
伝子型が馬群内に認められることが明らかになっ
た。これらの遺伝子型は、いずれも国内外の豚から

検出される遺伝子型とは異なっていることから、
馬に本症を引き起こす株は、豚増殖性腸症の原因
株とは異なる株と考えられた。また、馬群内の遺伝
子型に多様性があることから、牧場内に侵入する
様々な野生動物が本症の発生に関与している可能
性が考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。

謝辞
　本実験にご協力をいただきました荒川和枝氏、
国分明氏、菅沼明子氏（JRA競走馬総合研究所）に
深謝いたします。

参考文献
  1．Allen, G. P. 2002. Epidemic disease caused by 

Equine herpesvirus-1: recommendations for 
prevention and control. Equine Vet. Educ. 14: 
136‒142.

  2．Allen, G. P., Kydd, J. H., Slater, J. D. and Smith, 
K. C. 2004. Equid herpesvirus 1 and equid 
herpesvirus 4 infections. pp. 829‒859. In: 
Infectious Diseases of Livestock (Coetzer, J. 
A .  W.  and Tust in ,  R .  C .  eds . ) ,  Oxford  
University Press, Cape Town.

  3．Damiani, A. M., de Vries, M., Reimers, G., 
Winkler, S. and Osterrieder, N. 2014. A 
severe equine herpesvirus type 1 (EHV-1) 

a b o r t i o n  o u t b r e a k  c a u s e d  b y  a  
neuropathogenic strain at a breeding farm in 
northern Germany. Vet. Microbiol. 172: 
555‒562.

  4．Irwin, V. L., Traub-Dargatz, J. L., Newton, J. R., 
Scase, T. J., Davis-Poynter, N. J., Nugent, J., 
Creis, L., Leaman, T. R. and Smith K. C. 2007. 
Invest igat ion and management  of  an  
outbreak of abortion related to equine 
herpesvirus type 1 in unvaccinated ponies. 
Vet. Rec. 160: 378‒380.

  5．Jang, Y., Lee, J., So, B., Lee, K., Yun, S., Lee, M. 
and Choe, N. 2014. Evaluation of changes 
induced by temperature, contact time, and 
surface in the efficacies of disinfectants 
against avian influenza virus. Poult. Sci. 93: 
70‒76.

  6．Kahrs, R. F. 1995. General disinfection 
guidelines. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 14: 
105‒122.

  7．Maillard, J. Y., Sattar, S. A. and Pinto, F. 2013. 
Virucidal activity of microbicides.  pp. 
178‒207. In:  Russell ,  Hugo & Ayliffe’s 
Principles and Practice of Disinfection, 
Preservation and Sterilization (Fraise, A. P., 
Mai l lard ,  J .  Y .  and Sattar ,  S .  A .  eds . ) ,  
Wiley-Blackwell, Hoboken.

  8．Nemoto, M.,  Bannai ,  H. ,  Tsujimura, K. ,  
Yamanaka, T. and Kondo, T. 2014. Virucidal 
effect of commercially available disinfectants 
on equine group A rotavirus. J. Vet. Med. Sci. 

76: 1061‒1063.
  9．Slater, J. 2007. Equine Herpesviruses. pp. 

134‒153. In: Equine Infectious Diseases 
(Sellon, D. C. and Long, M. T. eds.), Saunders 
Elsevier, St. Louis.

10．Tsujimura, K., Oyama, T., Katayama, Y., 
Muranaka, M., Bannai, H.,  Nemoto, M., 
Yamanaka, T. ,  Kondo, T. ,  Kato,  M. and 
Matsumura T. 2011. Prevalence of equine 
h e r p e s v i r u s  t y p e  1  s t r a i n s  o f  
neuropathogenic genotype in a major 
breeding area of Japan. J. Vet. Med. Sci. 73: 
1663‒1667.

11．Walter, J., Seeh, C., Fey, K., Bleul, U. and 
Osterrieder, N. 2013. Clinical observations 
and  management  o f  a  severe  equ ine  
herpesvirus type 1 outbreak with abortion 
and encephalomyelitis. Acta. Vet. Scand. 55: 
19.

12．Weber, D. J., Barbee, S. L., Sobsey, M. D., 
Rutala, W. A. 1999. The effect of blood on 
the antiviral activity of sodium hypochlorite, 
a phenolic, and a quaternary ammonium 
compound. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 
20: 821‒827.

13．Yamanaka, T., Bannai, H., Tsujimura, K., 
Nemoto, M., Kondo, T. and Matsumura, T. 
2014. Comparison of the virucidal effects of 
disinfectant agents against equine influenza 
A virus. J. Equine. Vet. Sci. 34: 715‒718.

　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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1．腺疫のサーベイランス
　腺疫は、腺疫菌（Streptococcus equi subsp. equi）
の感染によって起こるウマ科動物に特有の伝染病
である。腺疫菌は、馬の頭頸部リンパ節を中心に感
染し、馬同士の直接的な接触や、飼料、飲用水、飼養
者、馬房をはじめとした飼養環境要因を介して伝
染性に広がる。いったん腺疫が発生すると、その清
浄化には多大な労力とコストを必要とすることか
ら防疫上極めて重要な伝染病の一つである。腺疫
の発生は、世界的に報告されており、馬の競技会や
競馬開催の中止（2012年3月：米国サラトガ競馬
場）に至った事例も少なくない。わが国において
も、散発的な発生が認められており、最近では
2006年～2007年にかけて福島県での集団発生例
が報告されている。
　本調査では、北海道日高管内に飼養されている
軽種馬ならびに他の品種から得られた血清を用い
て腺疫血清抗体の保有状況について調査した。

材料と方法
　平成25～27年にかけて日高管内で飼養されて
いる延べ625頭のサラブレッド種およびその他の
品種（半血種，アラブ，ミニチュアホース，アングロ
アラブ，ハーフリンガー，ブルトン，ポニー、日本ポ
ニー，北海道和種，アメリカンミニチュアホース，
ファラベラ）から採取された血清ついて、PEPK繰
り返しペプチド抗原を用いた血清抗体検査（ELISA
法）を実施した。なお、ELISA法のカットオフ値は
Hoboらの論文（Vet Rec. 162:471-4）からOD値

0.427とした。また、本調査期間中は臨床的に腺疫
を疑う馬が認められなかったが、ELISA陽性となっ
た個体に対し、鼻腔スワブを用いたPC R法

（Newton et al., Equine Vet J. 32:515-26）による病
原検索を実施した。

平成25～27年度の成績
　腺疫血清抗体検査では、2検体（1頭）のみが陽性
となった。当該馬は、十勝管内から導入されたブル
トン種であった。当該馬は初めて陽性の確認され
た平成26年に鼻腔スワブを用いた病原検索を実
施したが、腺疫菌は検出されておらず、感染または
保菌している可能性は低いと考えられた。また、当
該馬のELISA抗体価は時間が経過してもほとんど
変化が認められなかった（平成26年：0.547, 平成
27年：0.554）。
　日高管内においては、3年間にわたって臨床的
に腺疫を疑う症例は認められなかった。また、日高
管内の飼養馬延べ625検体の血清学的検査におい
ても十勝管内から導入された1頭を除き陰性で
あったことから、同管内に腺疫が侵入した可能性
は低いと考えられた。

2.ローソニア感染症の疫学調査
　馬のローソニア感染症（馬増殖性腸症）は、国内
ではその実態は不明であったが、最近になって原
因菌の確認が報告されている。本症は、5～12ヶ月
齢の子馬に多く発生すると言われており、我が国
の生産地においても本症が疑われる症例がこの時

期に認められている。
　本調査ではローソニア感染症の発生時期と考え
られる9月～翌年3月までに本症が疑われた馬お
よびその同居子馬、過去に発生の認められた牧場
で飼養されている当歳馬について、Lawsonia 
intracellularis (Li)の病原および抗体調査を実施し
た。また、ローソニア感染を疑う死亡馬については
病原学的および病理組織学的解析を行った。

材料と方法
１）発症馬および同居馬の調査
　　平成24年10月～平成27年3月にローソニア

感染症が疑われた馬（発症馬）およびその同居
子馬（発症馬の母馬も含む）の血清と糞便また
は直腸スワブを採取し、病原学的検査（リアル
タイムPCR (rPCR) ）と抗体調査を実施した。な
お、抗体検査は、間接蛍光抗体法（IFA）を用いて
実施した。

２）過去の発生牧場における当歳馬の調査
　　過去にローソニア感染症が確認された牧場ま

たはブタ生ワクチンの投与が実施された牧場
において、本症の発生シーズン初期と考えられ
る9～10月に当歳馬から糞便と血清を採取し、
病原学的検査と抗体調査を実施した。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　　糞便中のLi菌数が比較的多かった検体につい

て、北海道大学の堀内教授らが開発したMLST
による遺伝子型別を実施した。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　　ローソニア感染疑い死亡馬の各種検体を採材

し、病原学的解析および病理組織学的解析を実
施した。

平成25～27年度の成績
１）発症馬および同居馬の調査結果
　a）発症馬の概要
　平成24年10月～平成27年3月の期間に、延べ72
牧場において発症馬が確認された。発症が確認さ
れた地区としては、浦河町、新冠町、日高町、新ひだ

か町が多く、これらの地区では毎年発生が確認さ
れ、一部では複数年で発生が確認される牧場も認
められた（表1）。1牧場あたりの発症頭数は1～3頭
であった。ほとんどの発症馬は当歳馬であったが、
1才馬も少数認められ、まれに繁殖牝馬での発生
も確認された。発症馬の検査結果の概要を表2に
示す。発症馬のrPCR陽性率は、60～67.6%であっ
た。抗体陽性率は高く、74.3～100％であった。一
方、発症馬の一部には病原学的検査および抗体検
査がともに陰性となった個体が認められた。これ
らの馬は、1頭を除き発症時にTPの低下が認めら
れなかったことから、その臨床症状は、ローソニア
感染症ではなく他の要因が関与している可能性が
考えられた（図1）。なお、TPの低下が認められた1
頭は繁殖牝馬であり、同居の当歳馬1頭にローソ
ニア感染症が確認されている。

b）同居馬における浸潤状況の調査
　各年の同居馬の糞便および血清の調査結果を表
3～5に示す。合計29牧場中13牧場において同居
馬の糞便からLi遺伝子が検出された（17.4%,  
32/183）。一方、抗体検査の結果、2牧場を除いた
すべての牧場で抗体陽性となる同居馬が認められ
た(62.7%, 96/153)。同居馬の抗体陽性率は牧場に
よって異なっていたが、同居馬のほとんどが抗体
陽性となる牧場も多く認められた。

２）過去の発生牧場またはワクチン投与牧場にお
ける疫学調査結果
　過去にローソニア感染症が確認された牧場また
はブタ生ワクチン投与牧場の9～10月時点（本病 の発生シーズン初期と考えられる時期）の当歳馬、

延べ16牧場153頭について病原学的検査および抗
体調査を実施した。過去の発生牧場では、ごく少数
の検体でLi遺伝子や特異抗体が検出された（表6）。
生ワクチン投与牧場では、Li遺伝子が検出される
個体は認められなかったが、ワクチン投与後の特
異抗体の出現率は牧場によって異なっており、全
く検出されない牧場も認められた（表7）。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　本調査において発症馬から検出されたLi（12

株）、他の地域（胆振）などで検出された馬由来Li（2
株）、国内外の豚由来Li（5株）の遺伝子型別結果を
図2に示す。馬から検出されるLi株の遺伝子型は、
豚由来のLi株とは異なっていた。さらに馬由来株
は大きく3系統に分かれたことから、日高管内の
馬群には様々な遺伝子型の株が存在することが明
らかとなった。同じ遺伝子型が検出される地区（浦
河町）、複数の系統の株が検出された地区（新冠町）
が認められた。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　平成25～27年度において病理解剖によってLi
遺伝子が検出された5症例について概要を示す

（表8）。当該馬の月齢は、1才馬であった症例4を除
き、6～9ヶ月齢で、いずれも10月から翌年1月の発
症であった。 主な症状として発熱や下痢が認めら
れ、記録のない１頭を除けば、いずれも重度の低蛋
白血症を起こしていた。Li遺伝子は小腸から大腸
の広い範囲で検出されており、病理組織学的には、
多くの症例において腸粘膜上皮の壊死や脱落が病
変の主体であった（図3）。 残存していた腸管粘膜
上皮の一部にのみ腸陰窩の過形成やLiが細胞内に
寄生している症例も認められた（症例4，図4）。症
例1は、Salmonella Typhimuriumとの混合感染で
あった。

平成25～27年度のまとめ
 　3年間にわたる本調査によって、生産地にはす
でにローソニア感染症が広く浸潤していることが
明らかとなった。本症が疑われLi遺伝子または特
異抗体が検出された個体のほとんどには重度の低
蛋白血症（TP:＜4.0g/dl）が認められており、海外
での報告と同様にＴＰの測定は、臨床的に本症を
診断するための指標として有効であると考えられ
た。過去に本症の発生が確認された牧場において
発生シーズン初期に当たると考えられる9～10月
に当歳馬から採取された糞便および血清の調査の
結果、Li遺伝子または特異抗体が陽性となった検
体は非常に少なかった。一方、発生牧場の同居馬の
17.4%からLi遺伝子が、62.7%から特異抗体が検出
されたことから、ローソニア感染症は、発生牧場で
も一旦は、清浄化するものの、発生シーズンになる
と何らかの経路で牧場内に侵入し、速やかに牧場
内に拡散すると推測された。また、同居馬は、TPの

低下などの異常を呈する個体も一部に認められた
が、多くは不顕性感染であった。発症馬は、ほとん
どが当歳馬であったが、1歳以上の馬での感染も
少数ながら確認された。
　Liの遺伝子型別の結果、日高管内には様々な遺
伝子型が馬群内に認められることが明らかになっ
た。これらの遺伝子型は、いずれも国内外の豚から

検出される遺伝子型とは異なっていることから、
馬に本症を引き起こす株は、豚増殖性腸症の原因
株とは異なる株と考えられた。また、馬群内の遺伝
子型に多様性があることから、牧場内に侵入する
様々な野生動物が本症の発生に関与している可能
性が考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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図1　病原および血清学的検査結果とTP 値との関係
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1．腺疫のサーベイランス
　腺疫は、腺疫菌（Streptococcus equi subsp. equi）
の感染によって起こるウマ科動物に特有の伝染病
である。腺疫菌は、馬の頭頸部リンパ節を中心に感
染し、馬同士の直接的な接触や、飼料、飲用水、飼養
者、馬房をはじめとした飼養環境要因を介して伝
染性に広がる。いったん腺疫が発生すると、その清
浄化には多大な労力とコストを必要とすることか
ら防疫上極めて重要な伝染病の一つである。腺疫
の発生は、世界的に報告されており、馬の競技会や
競馬開催の中止（2012年3月：米国サラトガ競馬
場）に至った事例も少なくない。わが国において
も、散発的な発生が認められており、最近では
2006年～2007年にかけて福島県での集団発生例
が報告されている。
　本調査では、北海道日高管内に飼養されている
軽種馬ならびに他の品種から得られた血清を用い
て腺疫血清抗体の保有状況について調査した。

材料と方法
　平成25～27年にかけて日高管内で飼養されて
いる延べ625頭のサラブレッド種およびその他の
品種（半血種，アラブ，ミニチュアホース，アングロ
アラブ，ハーフリンガー，ブルトン，ポニー、日本ポ
ニー，北海道和種，アメリカンミニチュアホース，
ファラベラ）から採取された血清ついて、PEPK繰
り返しペプチド抗原を用いた血清抗体検査（ELISA
法）を実施した。なお、ELISA法のカットオフ値は
Hoboらの論文（Vet Rec. 162:471-4）からOD値

0.427とした。また、本調査期間中は臨床的に腺疫
を疑う馬が認められなかったが、ELISA陽性となっ
た個体に対し、鼻腔スワブを用いたPC R法

（Newton et al., Equine Vet J. 32:515-26）による病
原検索を実施した。

平成25～27年度の成績
　腺疫血清抗体検査では、2検体（1頭）のみが陽性
となった。当該馬は、十勝管内から導入されたブル
トン種であった。当該馬は初めて陽性の確認され
た平成26年に鼻腔スワブを用いた病原検索を実
施したが、腺疫菌は検出されておらず、感染または
保菌している可能性は低いと考えられた。また、当
該馬のELISA抗体価は時間が経過してもほとんど
変化が認められなかった（平成26年：0.547, 平成
27年：0.554）。
　日高管内においては、3年間にわたって臨床的
に腺疫を疑う症例は認められなかった。また、日高
管内の飼養馬延べ625検体の血清学的検査におい
ても十勝管内から導入された1頭を除き陰性で
あったことから、同管内に腺疫が侵入した可能性
は低いと考えられた。

2.ローソニア感染症の疫学調査
　馬のローソニア感染症（馬増殖性腸症）は、国内
ではその実態は不明であったが、最近になって原
因菌の確認が報告されている。本症は、5～12ヶ月
齢の子馬に多く発生すると言われており、我が国
の生産地においても本症が疑われる症例がこの時

期に認められている。
　本調査ではローソニア感染症の発生時期と考え
られる9月～翌年3月までに本症が疑われた馬お
よびその同居子馬、過去に発生の認められた牧場
で飼養されている当歳馬について、Lawsonia 
intracellularis (Li)の病原および抗体調査を実施し
た。また、ローソニア感染を疑う死亡馬については
病原学的および病理組織学的解析を行った。

材料と方法
１）発症馬および同居馬の調査
　　平成24年10月～平成27年3月にローソニア

感染症が疑われた馬（発症馬）およびその同居
子馬（発症馬の母馬も含む）の血清と糞便また
は直腸スワブを採取し、病原学的検査（リアル
タイムPCR (rPCR) ）と抗体調査を実施した。な
お、抗体検査は、間接蛍光抗体法（IFA）を用いて
実施した。

２）過去の発生牧場における当歳馬の調査
　　過去にローソニア感染症が確認された牧場ま

たはブタ生ワクチンの投与が実施された牧場
において、本症の発生シーズン初期と考えられ
る9～10月に当歳馬から糞便と血清を採取し、
病原学的検査と抗体調査を実施した。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　　糞便中のLi菌数が比較的多かった検体につい

て、北海道大学の堀内教授らが開発したMLST
による遺伝子型別を実施した。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　　ローソニア感染疑い死亡馬の各種検体を採材

し、病原学的解析および病理組織学的解析を実
施した。

平成25～27年度の成績
１）発症馬および同居馬の調査結果
　a）発症馬の概要
　平成24年10月～平成27年3月の期間に、延べ72
牧場において発症馬が確認された。発症が確認さ
れた地区としては、浦河町、新冠町、日高町、新ひだ

か町が多く、これらの地区では毎年発生が確認さ
れ、一部では複数年で発生が確認される牧場も認
められた（表1）。1牧場あたりの発症頭数は1～3頭
であった。ほとんどの発症馬は当歳馬であったが、
1才馬も少数認められ、まれに繁殖牝馬での発生
も確認された。発症馬の検査結果の概要を表2に
示す。発症馬のrPCR陽性率は、60～67.6%であっ
た。抗体陽性率は高く、74.3～100％であった。一
方、発症馬の一部には病原学的検査および抗体検
査がともに陰性となった個体が認められた。これ
らの馬は、1頭を除き発症時にTPの低下が認めら
れなかったことから、その臨床症状は、ローソニア
感染症ではなく他の要因が関与している可能性が
考えられた（図1）。なお、TPの低下が認められた1
頭は繁殖牝馬であり、同居の当歳馬1頭にローソ
ニア感染症が確認されている。

b）同居馬における浸潤状況の調査
　各年の同居馬の糞便および血清の調査結果を表
3～5に示す。合計29牧場中13牧場において同居
馬の糞便からLi遺伝子が検出された（17.4%,  
32/183）。一方、抗体検査の結果、2牧場を除いた
すべての牧場で抗体陽性となる同居馬が認められ
た(62.7%, 96/153)。同居馬の抗体陽性率は牧場に
よって異なっていたが、同居馬のほとんどが抗体
陽性となる牧場も多く認められた。

２）過去の発生牧場またはワクチン投与牧場にお
ける疫学調査結果
　過去にローソニア感染症が確認された牧場また
はブタ生ワクチン投与牧場の9～10月時点（本病 の発生シーズン初期と考えられる時期）の当歳馬、

延べ16牧場153頭について病原学的検査および抗
体調査を実施した。過去の発生牧場では、ごく少数
の検体でLi遺伝子や特異抗体が検出された（表6）。
生ワクチン投与牧場では、Li遺伝子が検出される
個体は認められなかったが、ワクチン投与後の特
異抗体の出現率は牧場によって異なっており、全
く検出されない牧場も認められた（表7）。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　本調査において発症馬から検出されたLi（12

株）、他の地域（胆振）などで検出された馬由来Li（2
株）、国内外の豚由来Li（5株）の遺伝子型別結果を
図2に示す。馬から検出されるLi株の遺伝子型は、
豚由来のLi株とは異なっていた。さらに馬由来株
は大きく3系統に分かれたことから、日高管内の
馬群には様々な遺伝子型の株が存在することが明
らかとなった。同じ遺伝子型が検出される地区（浦
河町）、複数の系統の株が検出された地区（新冠町）
が認められた。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　平成25～27年度において病理解剖によってLi
遺伝子が検出された5症例について概要を示す

（表8）。当該馬の月齢は、1才馬であった症例4を除
き、6～9ヶ月齢で、いずれも10月から翌年1月の発
症であった。 主な症状として発熱や下痢が認めら
れ、記録のない１頭を除けば、いずれも重度の低蛋
白血症を起こしていた。Li遺伝子は小腸から大腸
の広い範囲で検出されており、病理組織学的には、
多くの症例において腸粘膜上皮の壊死や脱落が病
変の主体であった（図3）。 残存していた腸管粘膜
上皮の一部にのみ腸陰窩の過形成やLiが細胞内に
寄生している症例も認められた（症例4，図4）。症
例1は、Salmonella Typhimuriumとの混合感染で
あった。

平成25～27年度のまとめ
 　3年間にわたる本調査によって、生産地にはす
でにローソニア感染症が広く浸潤していることが
明らかとなった。本症が疑われLi遺伝子または特
異抗体が検出された個体のほとんどには重度の低
蛋白血症（TP:＜4.0g/dl）が認められており、海外
での報告と同様にＴＰの測定は、臨床的に本症を
診断するための指標として有効であると考えられ
た。過去に本症の発生が確認された牧場において
発生シーズン初期に当たると考えられる9～10月
に当歳馬から採取された糞便および血清の調査の
結果、Li遺伝子または特異抗体が陽性となった検
体は非常に少なかった。一方、発生牧場の同居馬の
17.4%からLi遺伝子が、62.7%から特異抗体が検出
されたことから、ローソニア感染症は、発生牧場で
も一旦は、清浄化するものの、発生シーズンになる
と何らかの経路で牧場内に侵入し、速やかに牧場
内に拡散すると推測された。また、同居馬は、TPの

低下などの異常を呈する個体も一部に認められた
が、多くは不顕性感染であった。発症馬は、ほとん
どが当歳馬であったが、1歳以上の馬での感染も
少数ながら確認された。
　Liの遺伝子型別の結果、日高管内には様々な遺
伝子型が馬群内に認められることが明らかになっ
た。これらの遺伝子型は、いずれも国内外の豚から

検出される遺伝子型とは異なっていることから、
馬に本症を引き起こす株は、豚増殖性腸症の原因
株とは異なる株と考えられた。また、馬群内の遺伝
子型に多様性があることから、牧場内に侵入する
様々な野生動物が本症の発生に関与している可能
性が考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。

〔参考文献〕
  1．Aurich, C. 2011. Reproductive cycles of 

horses. Anim. Reprod Sci. 124: 220-228.
  2．Beals, K.A. and Meyer, N.L. 2007. Female 

athlete triad update. Clin. Sports Med. 26: 
69-89.

  3．Bonen, A., Ling, W., MacIntyre, K., Neil, R., 
McGrail, J. and Belcastro, A. 1979. Effects of 
exercise on the serum concentrations of fsh, 
lh, progesterone, and estradiol. Eur. J. Appl. 
Physiol. Occup. Physiol. 42: 15-23.

  4．Brown-Douglas, C.G., Firth, E.C., Parkinson, 
T.J .  and Fennessy, P.F.  2004. Onset of 
puberty in pasture-raised thoroughbreds 
born in southern hemisphere spring and 
autumn. Equine Vet. J. 36: 499-504.

  5．Bullen, B.A., Skrinar, G.S., Beitins, I.Z., von 
Mering, G., Turnbull, B.A. and McArthur, J.W. 
1985. Induction of menstrual disorders by 
strenuous exercise in untrained women. New 
Engl. J. Med. 312: 1349-1353.

  6．Bur rows ,  M .  and  B i r d ,  S .  2000 .  The 
physiology of the highly trained female 
endurance runner. Sports Med. 30: 281-300.

  7．da Costa, R.R., Branco, V., Pessa, P., Silva, J.R. 
and Ferreira-Dias, G. 2005. Progesterone 
receptors and proliferating cell nuclear 
antigen expression in equine luteal tissue. 
Reprod. Fert. Develop. 17: 659-666.

  8．De Souza, M.J. 2003. Menstrual disturbances 
in athletes: A focus on luteal phase defects. 
Med. Sci Sports Exerc. 35: 1553-1563.

  9．Dhakal, P., Hirama, A., Nambo, Y., Harada, T., 

Sato, F., Nagaoka, K., Watanabe, G. and Taya, 
K. 2012. Circulating pituitary and gonadal 
hormones in spring-born thoroughbred fillies 
and colts from birth to puberty. J. Reprod. 
Develop. 58: 522-530.

10．Dusek, T. 2001. Influence of high intensity 
training on menstrual cycle disorders in 
athletes. Croat. Med. J. 42: 79-82.

11．Ginther, O. 1990. Prolonged luteal activity in 
mares‐a semantic quagmire. Equine Vet. J. 22: 
152-156.

12．Ginther, O. 1992. Characteristics of the 
o v u l a t o r y  s e a s o n .  p p . 171 - 232 .  I n :  
Reproductive biology of the mare Basi and 
Applied Aspects, 2nd ed. (O.J.Ginther. ed.) 
Cross Plain, Equiservices, Wisconsin.

13．Ginther, O.J. 1974. Occurrence of anestrus, 
estrus ,  d iestrus ,  and ovulat ion over a  
12-month period in mares. Am J. Vet. Res. 35: 
1173-1179.

14．Kanda, Y. 2013. Investigation of the freely 
available easy-to-use software ‘ezr’for medical 
statistics. Bone Marrow Transplant. 48: 
452-458.

15．King, S., Nequin, L., Drake, S., Hebner, T., 
Roser, J. and Evans, J. 1988. Progesterone 
levels correlate with impending anestrus in 
the mare. J. Equine Vet. Sci. 8: 109-111.

16．King,  S . ,  Neumann,  K. ,  Nequin,  L .  and 
Weedman, B.  1993. Time of onset and 
ovarian state prior to entry into winter 
anestrus. J. Equine Vet. Sci. 13: 512-515.

17．Korosue, K., Murase, H., Sato, F., Ishimaru, M., 
Watanabe, G. ,  Harada, T. ,  Taya, K.  and 
Nambo ,  Y .  2013 .  Change s  i n  s e rum  
concentrations of prolactin, progestagens, 
and  e s t r ad io l -17β and  b iochemica l  
parameters during peripartum in an agalactic 
mare. J. Equine Vet. Sci. 33: 279-286.

18．Loucks, A.B. 1990. Effects of exercise training 
on the menstrual  cycle :  Existence and 
mechanisms. Med. Sci .  Sports Exerc. 22: 

275-280.
19．Malina, R.M., Spirduso, W.W., Tate, C. and 

Baylor, A.M. 1978. Age at menarche and 
selected menstrual characteristics in athletes 
at different competitive levels and in different 
sports. Med. Sci. Sports. 10: 218-222.

20．Manore, M.M., Kam, L.C., Loucks, A.B. and 
International Association of Athletics, F. 
2007. The female athlete triad: Components, 
nutrition issues, and health consequences. J. 
Sports Sci. 25 Suppl 1: S61-71.

21．Nagamine, N.,  Nambo, Y. ,  Nagata, S.-i . ,  
Nagaoka, K., Tsunoda, N., Taniyama, H., 
Tanaka, Y., Tohei, A., Watanabe, G. and Taya, 
K. 1998. Inhibin secretion in the mare: 
Localization of inhibin α, βa, and βb 
subunits in the ovary. Biol .  Reprod. 59: 
1392-1398.

22．Nattiv, A. ,  Loucks, A.B. ,  Manore, M.M., 
Sanborn, C.F., Sundgot-Borgen, J., Warren, 
M.P. and American College of Sports, M. 
2007. American college of sports medicine 
position stand. The female athlete triad. Med. 
Sci. Sports Exerc. 39: 1867-1882.

23．Palmer, E. and Driancourt, M. 1983. Some 

interactions of season of foaling, photoperiod 
and ovarian activity in the equine. Livest. 
Prod. Sci. 10: 197-210.

24．Stabenfeldt, G. and Hughes, J. 1987. Clinical 
aspects of reproductive endocrinology in the 
horse. Comp. Con. Edu. Pract. 9: 678-684.

25．Stabenfeldt, G., Hughes, J., Evans, J. and 
Neely, D. 1974. Spontaneous prolongation of 
luteal activity in the mare. Equine Vet. J. 6: 
158-163.

26．Torstveit, M.K. and Sundgot-Borgen, J. 2005. 
Participation in leanness sports but not 
training volume is associated with menstrual 
dysfunction: A national survey of 1276 elite 
athletes and controls. Brit. J. Sports Med. 39: 
141-147.

27．Townson, D., Pierson, R. and Ginther, O. 
1 9 89 .  C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p l a sm a  
progesterone concentrations for two distinct 
luteal morphologies in mares. Theriogenology. 
32: 197-204.

28．Wesson, J.A. and Ginther, O.J. 1981. Influence 
of season and age on reproductive activity in 
pony mares on the basis of a slaughterhouse 
survey. J. Anim. Sci. 52: 119-129.

表3　平成25 年度の発症馬および同居馬の病原
　　   および抗体検査成績

表5　平成27 年度の発症馬および同居馬の病原
　　  および抗体検査成績

表4　平成26 年度の発症馬および同居馬の病原
　　   および抗体検査成績

表6　過去の発生牧場における疫学調査成績

表7　生ワクチン投与牧場における疫学調査成績



（274） 馬の科学　Vol.53（4）2016

1．腺疫のサーベイランス
　腺疫は、腺疫菌（Streptococcus equi subsp. equi）
の感染によって起こるウマ科動物に特有の伝染病
である。腺疫菌は、馬の頭頸部リンパ節を中心に感
染し、馬同士の直接的な接触や、飼料、飲用水、飼養
者、馬房をはじめとした飼養環境要因を介して伝
染性に広がる。いったん腺疫が発生すると、その清
浄化には多大な労力とコストを必要とすることか
ら防疫上極めて重要な伝染病の一つである。腺疫
の発生は、世界的に報告されており、馬の競技会や
競馬開催の中止（2012年3月：米国サラトガ競馬
場）に至った事例も少なくない。わが国において
も、散発的な発生が認められており、最近では
2006年～2007年にかけて福島県での集団発生例
が報告されている。
　本調査では、北海道日高管内に飼養されている
軽種馬ならびに他の品種から得られた血清を用い
て腺疫血清抗体の保有状況について調査した。

材料と方法
　平成25～27年にかけて日高管内で飼養されて
いる延べ625頭のサラブレッド種およびその他の
品種（半血種，アラブ，ミニチュアホース，アングロ
アラブ，ハーフリンガー，ブルトン，ポニー、日本ポ
ニー，北海道和種，アメリカンミニチュアホース，
ファラベラ）から採取された血清ついて、PEPK繰
り返しペプチド抗原を用いた血清抗体検査（ELISA
法）を実施した。なお、ELISA法のカットオフ値は
Hoboらの論文（Vet Rec. 162:471-4）からOD値

0.427とした。また、本調査期間中は臨床的に腺疫
を疑う馬が認められなかったが、ELISA陽性となっ
た個体に対し、鼻腔スワブを用いたPC R法

（Newton et al., Equine Vet J. 32:515-26）による病
原検索を実施した。

平成25～27年度の成績
　腺疫血清抗体検査では、2検体（1頭）のみが陽性
となった。当該馬は、十勝管内から導入されたブル
トン種であった。当該馬は初めて陽性の確認され
た平成26年に鼻腔スワブを用いた病原検索を実
施したが、腺疫菌は検出されておらず、感染または
保菌している可能性は低いと考えられた。また、当
該馬のELISA抗体価は時間が経過してもほとんど
変化が認められなかった（平成26年：0.547, 平成
27年：0.554）。
　日高管内においては、3年間にわたって臨床的
に腺疫を疑う症例は認められなかった。また、日高
管内の飼養馬延べ625検体の血清学的検査におい
ても十勝管内から導入された1頭を除き陰性で
あったことから、同管内に腺疫が侵入した可能性
は低いと考えられた。

2.ローソニア感染症の疫学調査
　馬のローソニア感染症（馬増殖性腸症）は、国内
ではその実態は不明であったが、最近になって原
因菌の確認が報告されている。本症は、5～12ヶ月
齢の子馬に多く発生すると言われており、我が国
の生産地においても本症が疑われる症例がこの時

期に認められている。
　本調査ではローソニア感染症の発生時期と考え
られる9月～翌年3月までに本症が疑われた馬お
よびその同居子馬、過去に発生の認められた牧場
で飼養されている当歳馬について、Lawsonia 
intracellularis (Li)の病原および抗体調査を実施し
た。また、ローソニア感染を疑う死亡馬については
病原学的および病理組織学的解析を行った。

材料と方法
１）発症馬および同居馬の調査
　　平成24年10月～平成27年3月にローソニア

感染症が疑われた馬（発症馬）およびその同居
子馬（発症馬の母馬も含む）の血清と糞便また
は直腸スワブを採取し、病原学的検査（リアル
タイムPCR (rPCR) ）と抗体調査を実施した。な
お、抗体検査は、間接蛍光抗体法（IFA）を用いて
実施した。

２）過去の発生牧場における当歳馬の調査
　　過去にローソニア感染症が確認された牧場ま

たはブタ生ワクチンの投与が実施された牧場
において、本症の発生シーズン初期と考えられ
る9～10月に当歳馬から糞便と血清を採取し、
病原学的検査と抗体調査を実施した。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　　糞便中のLi菌数が比較的多かった検体につい

て、北海道大学の堀内教授らが開発したMLST
による遺伝子型別を実施した。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　　ローソニア感染疑い死亡馬の各種検体を採材

し、病原学的解析および病理組織学的解析を実
施した。

平成25～27年度の成績
１）発症馬および同居馬の調査結果
　a）発症馬の概要
　平成24年10月～平成27年3月の期間に、延べ72
牧場において発症馬が確認された。発症が確認さ
れた地区としては、浦河町、新冠町、日高町、新ひだ

か町が多く、これらの地区では毎年発生が確認さ
れ、一部では複数年で発生が確認される牧場も認
められた（表1）。1牧場あたりの発症頭数は1～3頭
であった。ほとんどの発症馬は当歳馬であったが、
1才馬も少数認められ、まれに繁殖牝馬での発生
も確認された。発症馬の検査結果の概要を表2に
示す。発症馬のrPCR陽性率は、60～67.6%であっ
た。抗体陽性率は高く、74.3～100％であった。一
方、発症馬の一部には病原学的検査および抗体検
査がともに陰性となった個体が認められた。これ
らの馬は、1頭を除き発症時にTPの低下が認めら
れなかったことから、その臨床症状は、ローソニア
感染症ではなく他の要因が関与している可能性が
考えられた（図1）。なお、TPの低下が認められた1
頭は繁殖牝馬であり、同居の当歳馬1頭にローソ
ニア感染症が確認されている。

b）同居馬における浸潤状況の調査
　各年の同居馬の糞便および血清の調査結果を表
3～5に示す。合計29牧場中13牧場において同居
馬の糞便からLi遺伝子が検出された（17.4%,  
32/183）。一方、抗体検査の結果、2牧場を除いた
すべての牧場で抗体陽性となる同居馬が認められ
た(62.7%, 96/153)。同居馬の抗体陽性率は牧場に
よって異なっていたが、同居馬のほとんどが抗体
陽性となる牧場も多く認められた。

２）過去の発生牧場またはワクチン投与牧場にお
ける疫学調査結果
　過去にローソニア感染症が確認された牧場また
はブタ生ワクチン投与牧場の9～10月時点（本病 の発生シーズン初期と考えられる時期）の当歳馬、

延べ16牧場153頭について病原学的検査および抗
体調査を実施した。過去の発生牧場では、ごく少数
の検体でLi遺伝子や特異抗体が検出された（表6）。
生ワクチン投与牧場では、Li遺伝子が検出される
個体は認められなかったが、ワクチン投与後の特
異抗体の出現率は牧場によって異なっており、全
く検出されない牧場も認められた（表7）。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　本調査において発症馬から検出されたLi（12

株）、他の地域（胆振）などで検出された馬由来Li（2
株）、国内外の豚由来Li（5株）の遺伝子型別結果を
図2に示す。馬から検出されるLi株の遺伝子型は、
豚由来のLi株とは異なっていた。さらに馬由来株
は大きく3系統に分かれたことから、日高管内の
馬群には様々な遺伝子型の株が存在することが明
らかとなった。同じ遺伝子型が検出される地区（浦
河町）、複数の系統の株が検出された地区（新冠町）
が認められた。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　平成25～27年度において病理解剖によってLi
遺伝子が検出された5症例について概要を示す

（表8）。当該馬の月齢は、1才馬であった症例4を除
き、6～9ヶ月齢で、いずれも10月から翌年1月の発
症であった。 主な症状として発熱や下痢が認めら
れ、記録のない１頭を除けば、いずれも重度の低蛋
白血症を起こしていた。Li遺伝子は小腸から大腸
の広い範囲で検出されており、病理組織学的には、
多くの症例において腸粘膜上皮の壊死や脱落が病
変の主体であった（図3）。 残存していた腸管粘膜
上皮の一部にのみ腸陰窩の過形成やLiが細胞内に
寄生している症例も認められた（症例4，図4）。症
例1は、Salmonella Typhimuriumとの混合感染で
あった。

平成25～27年度のまとめ
 　3年間にわたる本調査によって、生産地にはす
でにローソニア感染症が広く浸潤していることが
明らかとなった。本症が疑われLi遺伝子または特
異抗体が検出された個体のほとんどには重度の低
蛋白血症（TP:＜4.0g/dl）が認められており、海外
での報告と同様にＴＰの測定は、臨床的に本症を
診断するための指標として有効であると考えられ
た。過去に本症の発生が確認された牧場において
発生シーズン初期に当たると考えられる9～10月
に当歳馬から採取された糞便および血清の調査の
結果、Li遺伝子または特異抗体が陽性となった検
体は非常に少なかった。一方、発生牧場の同居馬の
17.4%からLi遺伝子が、62.7%から特異抗体が検出
されたことから、ローソニア感染症は、発生牧場で
も一旦は、清浄化するものの、発生シーズンになる
と何らかの経路で牧場内に侵入し、速やかに牧場
内に拡散すると推測された。また、同居馬は、TPの

低下などの異常を呈する個体も一部に認められた
が、多くは不顕性感染であった。発症馬は、ほとん
どが当歳馬であったが、1歳以上の馬での感染も
少数ながら確認された。
　Liの遺伝子型別の結果、日高管内には様々な遺
伝子型が馬群内に認められることが明らかになっ
た。これらの遺伝子型は、いずれも国内外の豚から

検出される遺伝子型とは異なっていることから、
馬に本症を引き起こす株は、豚増殖性腸症の原因
株とは異なる株と考えられた。また、馬群内の遺伝
子型に多様性があることから、牧場内に侵入する
様々な野生動物が本症の発生に関与している可能
性が考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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図2　馬および豚由来Li 株の遺伝子型別解析

表8　Li 遺伝子が検出された5 症例の概要

図3　小腸粘膜上皮の壊死

図4　小腸陰窩の過形成（左図矢印）および上皮細
　　  胞内に寄生するLi（右図矢印）
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1．腺疫のサーベイランス
　腺疫は、腺疫菌（Streptococcus equi subsp. equi）
の感染によって起こるウマ科動物に特有の伝染病
である。腺疫菌は、馬の頭頸部リンパ節を中心に感
染し、馬同士の直接的な接触や、飼料、飲用水、飼養
者、馬房をはじめとした飼養環境要因を介して伝
染性に広がる。いったん腺疫が発生すると、その清
浄化には多大な労力とコストを必要とすることか
ら防疫上極めて重要な伝染病の一つである。腺疫
の発生は、世界的に報告されており、馬の競技会や
競馬開催の中止（2012年3月：米国サラトガ競馬
場）に至った事例も少なくない。わが国において
も、散発的な発生が認められており、最近では
2006年～2007年にかけて福島県での集団発生例
が報告されている。
　本調査では、北海道日高管内に飼養されている
軽種馬ならびに他の品種から得られた血清を用い
て腺疫血清抗体の保有状況について調査した。

材料と方法
　平成25～27年にかけて日高管内で飼養されて
いる延べ625頭のサラブレッド種およびその他の
品種（半血種，アラブ，ミニチュアホース，アングロ
アラブ，ハーフリンガー，ブルトン，ポニー、日本ポ
ニー，北海道和種，アメリカンミニチュアホース，
ファラベラ）から採取された血清ついて、PEPK繰
り返しペプチド抗原を用いた血清抗体検査（ELISA
法）を実施した。なお、ELISA法のカットオフ値は
Hoboらの論文（Vet Rec. 162:471-4）からOD値

0.427とした。また、本調査期間中は臨床的に腺疫
を疑う馬が認められなかったが、ELISA陽性となっ
た個体に対し、鼻腔スワブを用いたPC R法

（Newton et al., Equine Vet J. 32:515-26）による病
原検索を実施した。

平成25～27年度の成績
　腺疫血清抗体検査では、2検体（1頭）のみが陽性
となった。当該馬は、十勝管内から導入されたブル
トン種であった。当該馬は初めて陽性の確認され
た平成26年に鼻腔スワブを用いた病原検索を実
施したが、腺疫菌は検出されておらず、感染または
保菌している可能性は低いと考えられた。また、当
該馬のELISA抗体価は時間が経過してもほとんど
変化が認められなかった（平成26年：0.547, 平成
27年：0.554）。
　日高管内においては、3年間にわたって臨床的
に腺疫を疑う症例は認められなかった。また、日高
管内の飼養馬延べ625検体の血清学的検査におい
ても十勝管内から導入された1頭を除き陰性で
あったことから、同管内に腺疫が侵入した可能性
は低いと考えられた。

2.ローソニア感染症の疫学調査
　馬のローソニア感染症（馬増殖性腸症）は、国内
ではその実態は不明であったが、最近になって原
因菌の確認が報告されている。本症は、5～12ヶ月
齢の子馬に多く発生すると言われており、我が国
の生産地においても本症が疑われる症例がこの時

期に認められている。
　本調査ではローソニア感染症の発生時期と考え
られる9月～翌年3月までに本症が疑われた馬お
よびその同居子馬、過去に発生の認められた牧場
で飼養されている当歳馬について、Lawsonia 
intracellularis (Li)の病原および抗体調査を実施し
た。また、ローソニア感染を疑う死亡馬については
病原学的および病理組織学的解析を行った。

材料と方法
１）発症馬および同居馬の調査
　　平成24年10月～平成27年3月にローソニア

感染症が疑われた馬（発症馬）およびその同居
子馬（発症馬の母馬も含む）の血清と糞便また
は直腸スワブを採取し、病原学的検査（リアル
タイムPCR (rPCR) ）と抗体調査を実施した。な
お、抗体検査は、間接蛍光抗体法（IFA）を用いて
実施した。

２）過去の発生牧場における当歳馬の調査
　　過去にローソニア感染症が確認された牧場ま

たはブタ生ワクチンの投与が実施された牧場
において、本症の発生シーズン初期と考えられ
る9～10月に当歳馬から糞便と血清を採取し、
病原学的検査と抗体調査を実施した。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　　糞便中のLi菌数が比較的多かった検体につい

て、北海道大学の堀内教授らが開発したMLST
による遺伝子型別を実施した。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　　ローソニア感染疑い死亡馬の各種検体を採材

し、病原学的解析および病理組織学的解析を実
施した。

平成25～27年度の成績
１）発症馬および同居馬の調査結果
　a）発症馬の概要
　平成24年10月～平成27年3月の期間に、延べ72
牧場において発症馬が確認された。発症が確認さ
れた地区としては、浦河町、新冠町、日高町、新ひだ

か町が多く、これらの地区では毎年発生が確認さ
れ、一部では複数年で発生が確認される牧場も認
められた（表1）。1牧場あたりの発症頭数は1～3頭
であった。ほとんどの発症馬は当歳馬であったが、
1才馬も少数認められ、まれに繁殖牝馬での発生
も確認された。発症馬の検査結果の概要を表2に
示す。発症馬のrPCR陽性率は、60～67.6%であっ
た。抗体陽性率は高く、74.3～100％であった。一
方、発症馬の一部には病原学的検査および抗体検
査がともに陰性となった個体が認められた。これ
らの馬は、1頭を除き発症時にTPの低下が認めら
れなかったことから、その臨床症状は、ローソニア
感染症ではなく他の要因が関与している可能性が
考えられた（図1）。なお、TPの低下が認められた1
頭は繁殖牝馬であり、同居の当歳馬1頭にローソ
ニア感染症が確認されている。

b）同居馬における浸潤状況の調査
　各年の同居馬の糞便および血清の調査結果を表
3～5に示す。合計29牧場中13牧場において同居
馬の糞便からLi遺伝子が検出された（17.4%,  
32/183）。一方、抗体検査の結果、2牧場を除いた
すべての牧場で抗体陽性となる同居馬が認められ
た(62.7%, 96/153)。同居馬の抗体陽性率は牧場に
よって異なっていたが、同居馬のほとんどが抗体
陽性となる牧場も多く認められた。

２）過去の発生牧場またはワクチン投与牧場にお
ける疫学調査結果
　過去にローソニア感染症が確認された牧場また
はブタ生ワクチン投与牧場の9～10月時点（本病 の発生シーズン初期と考えられる時期）の当歳馬、

延べ16牧場153頭について病原学的検査および抗
体調査を実施した。過去の発生牧場では、ごく少数
の検体でLi遺伝子や特異抗体が検出された（表6）。
生ワクチン投与牧場では、Li遺伝子が検出される
個体は認められなかったが、ワクチン投与後の特
異抗体の出現率は牧場によって異なっており、全
く検出されない牧場も認められた（表7）。

３）発症馬から検出されたLiの遺伝子型別
　本調査において発症馬から検出されたLi（12

株）、他の地域（胆振）などで検出された馬由来Li（2
株）、国内外の豚由来Li（5株）の遺伝子型別結果を
図2に示す。馬から検出されるLi株の遺伝子型は、
豚由来のLi株とは異なっていた。さらに馬由来株
は大きく3系統に分かれたことから、日高管内の
馬群には様々な遺伝子型の株が存在することが明
らかとなった。同じ遺伝子型が検出される地区（浦
河町）、複数の系統の株が検出された地区（新冠町）
が認められた。

４）ローソニア感染疑い死亡馬の調査
　平成25～27年度において病理解剖によってLi
遺伝子が検出された5症例について概要を示す

（表8）。当該馬の月齢は、1才馬であった症例4を除
き、6～9ヶ月齢で、いずれも10月から翌年1月の発
症であった。 主な症状として発熱や下痢が認めら
れ、記録のない１頭を除けば、いずれも重度の低蛋
白血症を起こしていた。Li遺伝子は小腸から大腸
の広い範囲で検出されており、病理組織学的には、
多くの症例において腸粘膜上皮の壊死や脱落が病
変の主体であった（図3）。 残存していた腸管粘膜
上皮の一部にのみ腸陰窩の過形成やLiが細胞内に
寄生している症例も認められた（症例4，図4）。症
例1は、Salmonella Typhimuriumとの混合感染で
あった。

平成25～27年度のまとめ
 　3年間にわたる本調査によって、生産地にはす
でにローソニア感染症が広く浸潤していることが
明らかとなった。本症が疑われLi遺伝子または特
異抗体が検出された個体のほとんどには重度の低
蛋白血症（TP:＜4.0g/dl）が認められており、海外
での報告と同様にＴＰの測定は、臨床的に本症を
診断するための指標として有効であると考えられ
た。過去に本症の発生が確認された牧場において
発生シーズン初期に当たると考えられる9～10月
に当歳馬から採取された糞便および血清の調査の
結果、Li遺伝子または特異抗体が陽性となった検
体は非常に少なかった。一方、発生牧場の同居馬の
17.4%からLi遺伝子が、62.7%から特異抗体が検出
されたことから、ローソニア感染症は、発生牧場で
も一旦は、清浄化するものの、発生シーズンになる
と何らかの経路で牧場内に侵入し、速やかに牧場
内に拡散すると推測された。また、同居馬は、TPの

低下などの異常を呈する個体も一部に認められた
が、多くは不顕性感染であった。発症馬は、ほとん
どが当歳馬であったが、1歳以上の馬での感染も
少数ながら確認された。
　Liの遺伝子型別の結果、日高管内には様々な遺
伝子型が馬群内に認められることが明らかになっ
た。これらの遺伝子型は、いずれも国内外の豚から

検出される遺伝子型とは異なっていることから、
馬に本症を引き起こす株は、豚増殖性腸症の原因
株とは異なる株と考えられた。また、馬群内の遺伝
子型に多様性があることから、牧場内に侵入する
様々な野生動物が本症の発生に関与している可能
性が考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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研究ノート

肺炎の疫学調査Pneumocystis carinii

競走馬総合研究所 微生物研究室　上野孝範

はじめに
　発熱を伴う呼吸困難により抗菌薬の投与にもか
かわらず、発症より数日の経過で斃死する当歳馬
が生産地では散見される。このような症例では病
理解剖において、肺全葉における充うっ血ならび
に肝変化が観察され、組織学的観察では肺胞腔に
Pneumocystis carinii（P. carinii）感染が認められる
ことがある。P. cariniiは当歳馬の肺炎原因菌のひ
とつとして知られているが、本邦での感染状況に
関する情報は乏しい。そこで本調査では、当歳馬に
おける本症の実態を明らかにするために、肺炎様
症状馬および原因不明で斃死した当歳馬の病理学
的検査を実施した。また、呼吸器症状を呈した当歳
馬の気管洗浄液を用いてニューモシスチス肺炎生
前診断法についての検討も行った。

材料と方法
1.肺炎様症状馬および原因不明で斃死した当歳馬
の病理学的検査
　各年２月から９月の間に、肺炎様症状ないし原
因不明で斃死した当歳馬の病理解剖を行い、肺、肝
臓、脾臓、腎臓、心臓、胸腺を収集した。これらの臓
器から病理組織標本を作製し、形成された病変へ
のP. cariniiの関与を調査した。
2. ニューモシスチス肺炎生前診断法についての
検討
　呼吸器症状を示す当歳馬から採取された気管洗
浄液を用い、P. carinii特異遺伝子量をreal-time 
PCR法により計測した。絶対定量を行うため、競走
馬におけるニューモシスチス肺炎症例から検出し

たP. carinii菌体遺伝子を基にスタンダードDNAを
作出し、1反応あたり1コピー以上の遺伝子増幅を
陽性と判定した。
3. 呼吸器症状を伴わない子馬における肺組織中P. 
carinii特異遺伝子量の計測
　健康子馬および成馬のP. carinii感染状況を把握
しPCR検査の基礎資料とするため、事故などで死
亡した症例の肺組織を採取し、組織中のP. carinii
遺伝子量を計測した。

成績
1. 肺炎様症状および原因不明で死亡した当歳馬の
病理学的検査
　3年間で45例の急性かつ重度の呼吸器症状を示
し死亡した子馬の病理学的検査を実施した。多数
の症例で肺胞腔にP. carinii 感染が認められたが、
そのほとんどがRhodococcus equi（R. equi）との共
感染であり、主要な病変はR. equi感染による化膿

性気管支肺炎であった。一部の症例では、硝子膜形
成、Ⅱ型肺胞上皮細胞の再生像、肺胞中隔への炎症
細胞浸潤など間質性肺炎に特徴的な組織像を伴っ
ており、これらは気管支間質性肺炎と解された。P. 
carinii菌体は、45例中31例の肺胞腔で確認され、
少数の菌体が含気部や化膿巣周囲の肺胞腔に分布
していた（図1）。菌体は肺胞上皮上や肺胞マクロ
ファージ内部に観察されたが、ニューモシスチス
肺炎に特徴的な肺胞腔への好酸性泡沫状滲出物の
貯留や旺盛な菌体増殖はいずれの症例においても
認められなかった。

2. ニューモシスチス肺炎生前診断法についての
検討
　3年間で気管洗浄液226検体を検査し、このうち
151検体（67％）で１反応あたり１コピー以上のP. 
carinii特異遺伝子増幅が認められた。検査対象馬
の中には、検査後に死の転帰をとったものが17頭
含まれていたが、P. carinii特異遺伝子量は他馬と
異なった傾向を示さず（図2）、病理組織学的にもP. 
cariniiの主病変への関与は認められなかった。

3. 呼吸器症状を伴わない子馬における肺組織中P. 
carinii特異遺伝子量の計測
　また、呼吸器症状を伴わない馬におけるP.  

cariniiの感染状況を調べるため、肺に病変が認め
られない病理解剖例10例について、肺組織中のP. 
carinii遺伝子量を定量し、呼吸器病変を有す26例
と比較を行った。いずれの群からも高率にP.  
carinii遺伝子が検出され（肺病変なし：8頭（80％）、
肺病変含有：22頭（84.6％））、呼吸器症状の有無に
かかわらず、当歳馬の多くはP. cariniiに感染して
いることが明らかとなった（図3）。さらに、肺病変
を伴わない1歳以上の馬16例についても、肺組織
中のP. cariniiが遺伝子量を計測したが、遺伝子検
出は4例（25％）にとどまった。

　
まとめ
　今回の調査の結果、呼吸器症状の有無にかかわ
らず、多くの子馬は生後早期にP. cariniiに不顕性
感染していることが明らかとなった。その一方で、
３年間の調査でニューモシスチス肺炎と診断され
た症例には遭遇せず、同疾患の発症は非常に稀で
あると推測された。また、多くの子馬がP. cariniiを
保菌している可能性があることから、気管洗浄液
を用いたreal-time PCR法のみで子馬のニューモシ
スチス肺炎を診断することは難しく、診断には臨
床検査や病理学的手法を組み合わせた総合的な判
断が必要であると考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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図1　肺胞上皮上に散在するP. carinii（グロコット染色）

* 本調査研究は、日高家畜衛生防疫推進協議会に所属する各団体およびJRA競走馬総合研究所が協力して1982年から概ね3年単位で実施している
生産地等疾病調査研究において、2013年からの3年間に実施したPneumocystis carinii肺炎の疫学調査の成績である。
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はじめに
　発熱を伴う呼吸困難により抗菌薬の投与にもか
かわらず、発症より数日の経過で斃死する当歳馬
が生産地では散見される。このような症例では病
理解剖において、肺全葉における充うっ血ならび
に肝変化が観察され、組織学的観察では肺胞腔に
Pneumocystis carinii（P. carinii）感染が認められる
ことがある。P. cariniiは当歳馬の肺炎原因菌のひ
とつとして知られているが、本邦での感染状況に
関する情報は乏しい。そこで本調査では、当歳馬に
おける本症の実態を明らかにするために、肺炎様
症状馬および原因不明で斃死した当歳馬の病理学
的検査を実施した。また、呼吸器症状を呈した当歳
馬の気管洗浄液を用いてニューモシスチス肺炎生
前診断法についての検討も行った。

材料と方法
1.肺炎様症状馬および原因不明で斃死した当歳馬
の病理学的検査
　各年２月から９月の間に、肺炎様症状ないし原
因不明で斃死した当歳馬の病理解剖を行い、肺、肝
臓、脾臓、腎臓、心臓、胸腺を収集した。これらの臓
器から病理組織標本を作製し、形成された病変へ
のP. cariniiの関与を調査した。
2. ニューモシスチス肺炎生前診断法についての
検討
　呼吸器症状を示す当歳馬から採取された気管洗
浄液を用い、P. carinii特異遺伝子量をreal-time 
PCR法により計測した。絶対定量を行うため、競走
馬におけるニューモシスチス肺炎症例から検出し

たP. carinii菌体遺伝子を基にスタンダードDNAを
作出し、1反応あたり1コピー以上の遺伝子増幅を
陽性と判定した。
3. 呼吸器症状を伴わない子馬における肺組織中P. 
carinii特異遺伝子量の計測
　健康子馬および成馬のP. carinii感染状況を把握
しPCR検査の基礎資料とするため、事故などで死
亡した症例の肺組織を採取し、組織中のP. carinii
遺伝子量を計測した。

成績
1. 肺炎様症状および原因不明で死亡した当歳馬の
病理学的検査
　3年間で45例の急性かつ重度の呼吸器症状を示
し死亡した子馬の病理学的検査を実施した。多数
の症例で肺胞腔にP. carinii 感染が認められたが、
そのほとんどがRhodococcus equi（R. equi）との共
感染であり、主要な病変はR. equi感染による化膿

性気管支肺炎であった。一部の症例では、硝子膜形
成、Ⅱ型肺胞上皮細胞の再生像、肺胞中隔への炎症
細胞浸潤など間質性肺炎に特徴的な組織像を伴っ
ており、これらは気管支間質性肺炎と解された。P. 
carinii菌体は、45例中31例の肺胞腔で確認され、
少数の菌体が含気部や化膿巣周囲の肺胞腔に分布
していた（図1）。菌体は肺胞上皮上や肺胞マクロ
ファージ内部に観察されたが、ニューモシスチス
肺炎に特徴的な肺胞腔への好酸性泡沫状滲出物の
貯留や旺盛な菌体増殖はいずれの症例においても
認められなかった。

2. ニューモシスチス肺炎生前診断法についての
検討
　3年間で気管洗浄液226検体を検査し、このうち
151検体（67％）で１反応あたり１コピー以上のP. 
carinii特異遺伝子増幅が認められた。検査対象馬
の中には、検査後に死の転帰をとったものが17頭
含まれていたが、P. carinii特異遺伝子量は他馬と
異なった傾向を示さず（図2）、病理組織学的にもP. 
cariniiの主病変への関与は認められなかった。

3. 呼吸器症状を伴わない子馬における肺組織中P. 
carinii特異遺伝子量の計測
　また、呼吸器症状を伴わない馬におけるP.  

cariniiの感染状況を調べるため、肺に病変が認め
られない病理解剖例10例について、肺組織中のP. 
carinii遺伝子量を定量し、呼吸器病変を有す26例
と比較を行った。いずれの群からも高率にP.  
carinii遺伝子が検出され（肺病変なし：8頭（80％）、
肺病変含有：22頭（84.6％））、呼吸器症状の有無に
かかわらず、当歳馬の多くはP. cariniiに感染して
いることが明らかとなった（図3）。さらに、肺病変
を伴わない1歳以上の馬16例についても、肺組織
中のP. cariniiが遺伝子量を計測したが、遺伝子検
出は4例（25％）にとどまった。

　
まとめ
　今回の調査の結果、呼吸器症状の有無にかかわ
らず、多くの子馬は生後早期にP. cariniiに不顕性
感染していることが明らかとなった。その一方で、
３年間の調査でニューモシスチス肺炎と診断され
た症例には遭遇せず、同疾患の発症は非常に稀で
あると推測された。また、多くの子馬がP. cariniiを
保菌している可能性があることから、気管洗浄液
を用いたreal-time PCR法のみで子馬のニューモシ
スチス肺炎を診断することは難しく、診断には臨
床検査や病理学的手法を組み合わせた総合的な判
断が必要であると考えられた。

　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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図2　呼吸器症状を有す子馬の気管洗浄液中P. carinii
　　  特異遺伝子量

図3　肺組織におけるP. carinii 特異遺伝子量
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　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）は、呼吸器疾
患、流産および脊髄脳症を引き起こし、馬産業に多
大な経済的損失を与えている2)。EHV-1は感染馬の
鼻汁などを介して容易に馬群内で伝播することか
ら、その流行時には厳しい防疫措置が必要となる1, 

9)。特に、流産胎子および、それに付属する胎盤や羊
水は大量のウイルスを含むため、これらに汚染さ
れた箇所は徹底的に消毒・洗浄を行わなければな
らない1, 9)。EHV-1は一般的な消毒薬で容易に不活
化可能と考えられているが2, 9)、世界各地では依然
として続発をともなうEHV-1による流産の発生が
報告されており3, 4, 10, 11)、効果的な消毒が常に行わ
れているわけではないことが推察される。野外に
おける消毒の効果は、気温や有機物の混入などの
環境要因の影響を大きく受ける6)。しかしながら、

EHV-1の消毒に対するこれらの要因の影響はこれ
まで十分には調べられていない。そこで、本研究で
は、EHV-1に対する各種薬剤の不活化効果を様々
な条件下で検討した。
　試験には、表1に示した5種類の市販消毒薬、ベ
タセプト、パコマL、クリアキル-100（以上、4級ア
ンモニウム塩）、クレンテおよびアンテックビルコ
ンS（以上、塩素系消毒薬）と、その他の薬剤として、
洗剤に含まれる一般的な陰イオン界面活性剤であ
る、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

（LAS）を使用した。薬剤はそれぞれの初希釈濃度
から滅菌超純水を用いて2倍階段希釈を行った
が、-10℃でウイルスと薬剤を反応させる際は、凍
結防止のために20%メタノールを希釈に用いた。
初希釈濃度は、アンテックビルコンSを除く市販消

毒薬については厩舎消毒時の推奨最高濃度、アン
テックビルコンSについては踏み込み消毒槽向け
の推奨最高濃度とした。具体的には、ベタセプト、
パコマLおよびクリアキル-100はそれぞれ、
0.05%、0.02%、0.02%、クレンテおよびアンテック
ビルコンSは有効塩素濃度換算で、それぞれ、
0.2%、0.1%を初希釈濃度とした。LASの初希釈濃度
は0.05%とした。
　2005年に日高地方で発生した流産胎子から分
離されたEHV-1 06-I-70株を供試ウイルスとした。
EHV-1による流産の発生時を想定し、無菌羊水

（amniotic fluid：AF）を用いてウイルス感染細胞培
養上清を4倍に希釈した。羊水希釈ウイルス

（EHV-1/AF）の力価は、5×108 plaque forming 
units/mlであった。
　20μlのEHV-1/AFを180μlの薬液あるいはコ
ントロール液（滅菌超純水あるいは20%メタノー
ル）に加え、-10̊C、0̊Cおよび室温で10分間反応さ
せた後、1800μlの牛胎子血清（FBS）を加えて、薬
剤によるウイルスの不活化反応を停止させた。
RK-13細胞を用いたプラークアッセイで反応後の
ウイルス力価を測定し、コントロール液と比較し
て力価を99.99%以上減少させた場合に不活化効
果ありと判定して、効果を示す各薬剤の最低濃度

（minimum effective concentration：MEC）を求め
た。反応時間が不活化効果に与える影響を検討す
るため、EHV-1/AFと薬液を室温で30秒間、1分間
および5分間反応させた。また、有機物の影響を検
討するために、EHV-1/AFと5%のFBSを含む薬液を
室温で10分間反応させた。なお、反応後のコント

ロール液中に残存したウイルス量は、滅菌超純水
と20%メタノールの間でほとんど差はなく、投入
量の約60%であった。
　各薬剤のMECを表2に示した。反応温度は薬剤
のEHV-1に対する不活化効果に影響し、4級アンモ
ニウム塩は0̊Cで効果を示さなかった。一方、室温
と比較して4倍の濃度が必要であったが、クレン
テ、アンテックビルコンSおよびLASは0̊Cでも不
活化効果を示した。加えて、クレンテおよびアン
テックビルコンSは-10̊Cでも不活化効果を示し
た。4級アンモニウム塩と比較して、塩素系消毒薬

の方が低温でウイルスに対する不活化効果を示す
ことは過去にも報告されており5, 8, 13)、したがって、
寒冷環境下では塩素系消毒薬の使用が適している
と考えられた。
　反応時間の短縮は各薬剤のEHV-1に対する不活
化効果を低下させ、パコマLを除く全ての薬剤で、
5分間の反応時のMECは10分間と比較して2倍に
上昇した。加えて、4級アンモニウム塩およびLAS
は1分間以下の反応時間では不活化効果を示さな
かった。一方、クレンテおよびアンテックビルコン
Sはそれぞれ、1%および0.05%で、30秒間の反応時
間でも不活化効果を示した。
　いずれの薬剤も有機物である羊水を含むウイル
スを不活化可能であったが、5%のFBSを更に加え
ることで、塩素系消毒薬とLASの不活化効果が低
下した。特にクレンテのMECは、未混入時と比較し
て4倍に上昇した。また、アンテックビルコンSと
LASのMECは、未混入時と比較して2倍に上昇し
た。一方、ベタセプト以外の4級アンモニウム塩は
5%のFBSの混入の影響を受けなかった。これらの
成績は、4級アンモニウム塩の消毒薬の効果が有
機物存在下でも比較的安定しているとの過去の報
告と一致するものであった6, 12, 13)。
　一般的に、消毒薬がウイルスを不活化する機序
は完全には明らかにされていないが7)、4級アンモ
ニウム塩ではその界面活性作用によるウイルスの
脂質エンベロープの破壊、塩素系消毒薬では遊離
塩素によるウイルス蛋白の変性が関与している可
能性が考えられる。したがって、低温下における4
級アンモニウム塩のEHV-1に対する不活化効果の
低下は、低温溶媒での界面活性分子の活動性の低
下が影響したものと推測された。一方、塩素系消毒
薬では、遊離塩素がFBSに反応したことによって、
EHV-1に対する不活化効果の低下が引き起こされ
たものと推測された。
　今回の研究では、6種類の薬剤のEHV-1に対する
不活化効果を様々な条件下で検討した。まず、塩素
系消毒薬は-10̊Cの低温下でも不活化効果を示し
た。日本の主要な馬生産地である北海道日高地方
では、冬季の気温は-20̊Cを下回るが、そのような
際も厩舎内の温度は-10̊C以上に保たれている。し
たがって、極寒期に不凍液で希釈した薬剤を用い

て踏み込み消毒槽を設置する必要がある際には、
塩素系消毒薬の使用が適していると考えられた。
ただし、今回の研究で使用した不凍液は20%メタ
ノールのみであることから、その他の不凍液につ
いては、不活化効果に与える影響をそれぞれ検討
しなければならない。加えて、塩素系消毒薬は有機
物の混入で不活化効果が低下することから、頻繁
な薬液の交換が必要となる。次に、4級アンモニウ
ム塩については、本薬剤は比較的生体に対して安
全なことから、馬体に直接噴霧するなど様々な状
況での使用が想定される。ただし、4級アンモニウ
ム塩は、低温や短い作用時間では不活化効果が低
下することから、冬季には希釈に微温湯を使用す
るとともに、5分以上の時間をかけて消毒面に作
用させる必要があると考えられた。LASは一般的
な台所用洗剤の成分であり、通常は消毒に用いら
れない。しかしながら、今回の成績から、LASの
EHV-1に対する不活化効果は4級アンモニウム塩
とほぼ同等であることが示された。したがって、
0.05%以上のLASを含む洗剤で馬具などを日常的
に洗浄することで、EHV-1の厩舎内伝播の抑制が
期待できると考えられた。
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研究ノート

トレーニング中のサラブレッド競走馬における
血清プロジェステロンの季節変化について

高橋佑治1）*・赤井　誠1）**・村瀬晴崇2）・南保泰雄3）

　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。

〔参考文献〕
  1．Aurich, C. 2011. Reproductive cycles of 

horses. Anim. Reprod Sci. 124: 220-228.
  2．Beals, K.A. and Meyer, N.L. 2007. Female 

athlete triad update. Clin. Sports Med. 26: 
69-89.

  3．Bonen, A., Ling, W., MacIntyre, K., Neil, R., 
McGrail, J. and Belcastro, A. 1979. Effects of 
exercise on the serum concentrations of fsh, 
lh, progesterone, and estradiol. Eur. J. Appl. 
Physiol. Occup. Physiol. 42: 15-23.

  4．Brown-Douglas, C.G., Firth, E.C., Parkinson, 
T.J .  and Fennessy, P.F.  2004. Onset of 
puberty in pasture-raised thoroughbreds 
born in southern hemisphere spring and 
autumn. Equine Vet. J. 36: 499-504.

  5．Bullen, B.A., Skrinar, G.S., Beitins, I.Z., von 
Mering, G., Turnbull, B.A. and McArthur, J.W. 
1985. Induction of menstrual disorders by 
strenuous exercise in untrained women. New 
Engl. J. Med. 312: 1349-1353.

  6．Bur rows ,  M .  and  B i r d ,  S .  2000 .  The 
physiology of the highly trained female 
endurance runner. Sports Med. 30: 281-300.

  7．da Costa, R.R., Branco, V., Pessa, P., Silva, J.R. 
and Ferreira-Dias, G. 2005. Progesterone 
receptors and proliferating cell nuclear 
antigen expression in equine luteal tissue. 
Reprod. Fert. Develop. 17: 659-666.

  8．De Souza, M.J. 2003. Menstrual disturbances 
in athletes: A focus on luteal phase defects. 
Med. Sci Sports Exerc. 35: 1553-1563.

  9．Dhakal, P., Hirama, A., Nambo, Y., Harada, T., 

Sato, F., Nagaoka, K., Watanabe, G. and Taya, 
K. 2012. Circulating pituitary and gonadal 
hormones in spring-born thoroughbred fillies 
and colts from birth to puberty. J. Reprod. 
Develop. 58: 522-530.

10．Dusek, T. 2001. Influence of high intensity 
training on menstrual cycle disorders in 
athletes. Croat. Med. J. 42: 79-82.

11．Ginther, O. 1990. Prolonged luteal activity in 
mares‐a semantic quagmire. Equine Vet. J. 22: 
152-156.

12．Ginther, O. 1992. Characteristics of the 
o v u l a t o r y  s e a s o n .  p p . 1 71 - 232 .  I n :  
Reproductive biology of the mare Basi and 
Applied Aspects, 2nd ed. (O.J.Ginther. ed.) 
Cross Plain, Equiservices, Wisconsin.

13．Ginther, O.J. 1974. Occurrence of anestrus, 
estrus ,  d iestrus ,  and ovulat ion over a  
12-month period in mares. Am J. Vet. Res. 35: 
1173-1179.

14．Kanda, Y. 2013. Investigation of the freely 
available easy-to-use software ‘ezr’for medical 
statistics. Bone Marrow Transplant. 48: 
452-458.

15．King, S., Nequin, L., Drake, S., Hebner, T., 
Roser, J. and Evans, J. 1988. Progesterone 
levels correlate with impending anestrus in 
the mare. J. Equine Vet. Sci. 8: 109-111.

16．King,  S . ,  Neumann,  K. ,  Nequin,  L .  and 
Weedman, B.  1993. Time of onset and 
ovarian state prior to entry into winter 
anestrus. J. Equine Vet. Sci. 13: 512-515.

17．Korosue, K., Murase, H., Sato, F., Ishimaru, M., 
Watanabe, G. ,  Harada, T. ,  Taya, K.  and 
Nambo ,  Y .  2013 .  Change s  i n  s e rum  
concentrations of prolactin, progestagens, 
and  e s t r ad io l -17β and  b iochemica l  
parameters during peripartum in an agalactic 
mare. J. Equine Vet. Sci. 33: 279-286.

18．Loucks, A.B. 1990. Effects of exercise training 
on the menstrual  cycle :  Existence and 
mechanisms. Med. Sci .  Sports Exerc. 22: 

275-280.
19．Malina, R.M., Spirduso, W.W., Tate, C. and 

Baylor, A.M. 1978. Age at menarche and 
selected menstrual characteristics in athletes 
at different competitive levels and in different 
sports. Med. Sci. Sports. 10: 218-222.

20．Manore, M.M., Kam, L.C., Loucks, A.B. and 
International Association of Athletics, F. 
2007. The female athlete triad: Components, 
nutrition issues, and health consequences. J. 
Sports Sci. 25 Suppl 1: S61-71.

21．Nagamine, N.,  Nambo, Y. ,  Nagata, S.-i . ,  
Nagaoka, K., Tsunoda, N., Taniyama, H., 
Tanaka, Y., Tohei, A., Watanabe, G. and Taya, 
K. 1998. Inhibin secretion in the mare: 
Localization of inhibin α, βa, and βb 
subunits in the ovary. Biol .  Reprod. 59: 
1392-1398.

22．Nattiv, A. ,  Loucks, A.B. ,  Manore, M.M., 
Sanborn, C.F., Sundgot-Borgen, J., Warren, 
M.P. and American College of Sports, M. 
2007. American college of sports medicine 
position stand. The female athlete triad. Med. 
Sci. Sports Exerc. 39: 1867-1882.

23．Palmer, E. and Driancourt, M. 1983. Some 

interactions of season of foaling, photoperiod 
and ovarian activity in the equine. Livest. 
Prod. Sci. 10: 197-210.

24．Stabenfeldt, G. and Hughes, J. 1987. Clinical 
aspects of reproductive endocrinology in the 
horse. Comp. Con. Edu. Pract. 9: 678-684.

25．Stabenfeldt, G., Hughes, J., Evans, J. and 
Neely, D. 1974. Spontaneous prolongation of 
luteal activity in the mare. Equine Vet. J. 6: 
158-163.

26．Torstveit, M.K. and Sundgot-Borgen, J. 2005. 
Participation in leanness sports but not 
training volume is associated with menstrual 
dysfunction: A national survey of 1276 elite 
athletes and controls. Brit. J. Sports Med. 39: 
141-147.

27．Townson, D., Pierson, R. and Ginther, O. 
1 9 89 .  C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p l a sm a  
progesterone concentrations for two distinct 
luteal morphologies in mares. Theriogenology. 
32: 197-204.

28．Wesson, J.A. and Ginther, O.J. 1981. Influence 
of season and age on reproductive activity in 
pony mares on the basis of a slaughterhouse 
survey. J. Anim. Sci. 52: 119-129.

要約

　本研究の目的は、日本において3月から8月の間にトレーニングを行っていた競走馬の黄体活性を調
べることである。102頭の現役競走馬を黄体活性群と非黄体活性群に分けた。黄体活性群は4週間のサ
ンプル採取期間中常に1ng/ml以上のウマと、期間中1ng/mlをまたぐような変化をするウマとした。ま
た、非黄体活性群は常にプロジェステロン濃度が1ng/ml未満のウマとした。5月1日~6月30日のlate 
springと7月1日～8月31日のsummerにおいて、黄体活性群の割合は3月1日～4月30日のearly springよ
りも有意に高かった（p<0.01）。このことからトレーニング中の現役競走馬においても卵巣機能は季節
変化を示し、レースに向けたトレーニングは卵巣機能に影響を及ぼさない可能性が示唆された。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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図1

表1　各月における血清プロジェステロン濃度変化の分布

各タイプの代表例を示す。点線は1ng/ml を示す。破線、細線、太
線はそれぞれ非黄体活性、持続性黄体、排卵型を示している。非
黄体活性型、持続性黄体型はサンプル採取した期間中、全てに
おいて血清プロジェステロン濃度がそれぞれ1ng/ml未満、
1ng/ml 以上であったもの、排卵型はサンプル採取した期間中、
1ng/ml をまたぐような変化をしたものと分類した。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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表2　黄体活性に対する各季節の影響

表3　各季節における黄体活性群、非黄体活性群の年齢構成



（281）

　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない可能性が示唆された。
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　ウマは季節繁殖動物であり、長日期に排卵する。
そして、春と夏の繁殖期には成馬の性周期は21日
であることが知られている[12]。末梢血のエスト
ラジオールやプロジェステロンなどの性ステロイ
ドホルモンは性周期により変化し、黄体由来のプ
ロジェステロン濃度は排卵に伴い急激に変化する
[1]。さらに先行研究により、ポニーやサラブレッ
ドは11－15カ月齢で春機発動が起こることが明
らかとなっている[4, 9, 23, 28]。これらのことか
ら、2歳以上のウマにおいては、卵巣や黄体活動は
季節性を示し、排卵前後で血清プロジェステロン
が急激な変化を示すことが考えられる。
　競走馬はアスリートであり、日々過ごしている
環境は繁殖牝馬などトレーニングしていない牝馬
とは異なっていると考えられる。ヒトではトレー

ニングがHPA軸を介して性周期に影響を与えるこ
とはよく知られており[3, 18]、女性アスリートは
時々月経不順に直面し[2, 5, 20, 22, 26]、黄体機能
障害を示すことが多い。このように女性アスリー
トは、アスリートではない一般女性とは異なった
血清プロジェステロン変化を示すことが多い[8]。
したがって、女性アスリートと同様にウマにおい
ても、厳しいトレーニングにより繁殖期にも関わ
らず無排卵が続くといった卵巣活動の異常をきた
す可能性がある。
　通常、黄体機能の変化は春と秋に起こる[15]。し
かし、子宮に病的な異常が存在しなくても、1年を
通して黄体機能が持続するウマもおり[15]、その
ような持続性黄体を持つウマでは、1ng/ml以上の
血清プロジェステロン濃度が30日以上続く[25]。

一方で、トレーニング中の競走馬における黄体機
能は季節変化を伴うのか、持続性黄体が存在する
のかなどは不明である。
　そこで本研究の目的はトレーニング中の競走馬
における季節性の黄体機能変化を、血清プロジェ
ステロン濃度を測定することで調べることとし
た。
　本研究では102頭のサラブレッド競走馬を用い
た。年齢は2-7歳（3.3±1.1歳）であり、全てのウマ
は栗東トレーニングセンター（北緯35度、東経136
度）に繋養されていた。また、どのウマも調査期間
中に少なくとも1度は競走に出走していた。採血
は3月(n=23)、4月(n=18)、5月(n=13)、6月(n=24)、7
月(n=14)、および8月(n=10)に少なくとも週に1
度、各月4週間にわたって実施した。各月ごとに異
なる馬を測定対象とした。血液サンプルは静脈か
ら採取し、血清は4℃、3000g、10分間の条件で遠
心分離し、測定するまでは－20℃で保存した。サ
ンプルは、調教師の了承を取れたウマからのみ採
取した。
　血清プロジェステロン濃度は、D E L F I A
(dissociation-enhanced lanthanide fluorescence 
immunoassy)法を利用した時間分解蛍光分析装置

（PerkinElmer, Waltham, MA, USA）により測定し
た。
　サンプリングしたウマを血清プロジェステロン
濃度変化によって排卵型、持続性黄体型、無排卵型
に分類した。それぞれの型の代表例を図１に示す。
排卵型はプロジェステロン濃度が4週間のうちに
少なくとも１度、1ng/ml以下から1ng/ml以上に
変化しているものとした。持続性黄体型は常に
1ng/ml以上、黄体非活性型は常に1ng/ml未満の
ものとした。
　統計解析のために排卵型と持続性黄体型のウマ
を合わせて黄体活性群とした。各月のサンプル数
が比較的少なかったため、2か月分を合わせて次
のような3つの季節、すなわち、3月と4月を合わせ
たものをearly spring(n=41)、5月と6月を合わせた
ものをlate spring(n=37)、7月と8月を合わせたも
のをsummer(n=24)とした。フィッシャーの正確検
定に続き、ボンフェローニのpost hoc testを実施
することで各季節の黄体活性群の割合を比較し

た。統計解析にはR(The  R  Founda t i on  f o r  
Statistical Computing, Vienna, Austria version 
2.13.0)のインターフェースであるEZR(Saiatama 
Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, 
Japan)を用いた[14]。有意水準はP<0.05とした。
　サンプル採取期間中に何らかの疾病を発症した
ウマはなかった。表1は各月における各型（排卵
型、持続性黄体型、黄体非活性型）の割合を示して
いる。排卵型の割合は3月で最も低く(22%)、4月か
ら徐々に高くなり、8月では80％に達していた。持
続性黄体型の割合は3月から5月の間は非常に低
かった(7%以下)が、6月以降は20-29%であった。黄
体非活性型は3月には74％であったが、月が経過
するにつれて低下し(4月に39%、5月に16％)、6月
以降に黄体非活性型であったウマは認めなかっ
た。
　黄体活性群の割合はearly spring、late spring、
summerの順に41％、95％、100％であった。これ
ら3つの季節の黄体活性群、非黄体活性群の割合
は表2に示す。黄体活性群の割合は季節によって
有意に異なり、late springとsummerはearly spring
よりもその割合は高かった(P<0.01)。

　各季節における黄体活性群の年齢構成は表3に
示す。early springにおいては2歳馬からサンプル
を採取できなかったが、3歳と4歳以上のウマの黄
体活性群の割合はほぼ同等であった(それぞれ
46%、44％)。late springおよびsummerにおいては
年齢に関係なく、ほとんどのウマが黄体活性で
あった。

　本研究では、early spring (3月1日～4月30日)に
おける黄体活性群の割合はlate spring (5月1日～
6月30日)とsummer (7月1日～8月31日)よりも有
意に低かった。さらにlate springとsummerにおい
ては、黄体活性群の割合がそれぞれ95％、100％で
あった。本研究はトレーニング中の競走馬におい
ても黄体活性に季節性があること、およびlate 
springとsummerにおいて高い割合のウマが黄体
活性を示していることを報告した初めての研究で
ある。
　別の報告によれば、early spring (3月＋4月)、late 
spring (5月＋6月)、summer  (7月＋8月)において、
ポニーの牝馬が排卵する割合はそれぞれ2/14、
14/14、13/14であった[13]。また、Kingらは発情
期や持続性黄体を経験するウマの累積率は季節に
よって変化することを報告している[16]。さらに、
日本の5月から9月においては、サラブレッド牝馬
のプロジェステロン濃度は卵胞期には1ng/ml未
満で、排卵後に急上昇することが報告されている
[21]。
　以上から、本研究で明らかとなった現役競走馬
における卵巣や黄体機能の活性の季節変化は、先
行研究で報告されていた繁殖牝馬の変化と同様で
あると考えられた。一方で、女性アスリートでは運
動誘発性無月経のような月経不順が起こりやすい

[6]。例えば、アスリートの初経は通常と比べると
有意に遅く[19]、また、二次的な無月経を経験する
人の割合は、高強度トレーニング中の中長距離走
を専門とするアスリート(14/31)の方がコント
ロール(12/96)よりも有意に高い。さらに、高強度
トレーニングはアスリートでない女性にも月経不
順を引き起こし得る[5]。しかし、本研究で調査し
た競走馬には、このような性周期不順はなかった
と考えられた。
　本研究の結果から、５月以降におけるほとんど
の競走馬は（持続性黄体を含め）黄体機能を有して
いることが明らかとなった。繁殖牝馬は排卵や発
情行動を示さないにも関わらず、持続性黄体を有
していることがある[11]。また、先行研究によれば
この持続性黄体は夏に多く[25]、繁殖期の性周期
中にもたまに見られる(25%程度)ことである[24]。
したがって、本研究で調査した競走馬は繁殖牝馬
と同じように黄体機能を有し、かつ同程度の割合
で持続性黄体を有することが明らかとなった。一
方で、持続性黄体の平均的な期間は63日(35-95
日)であり[25]、それ以降の非繁殖期でも起きてい
る[15]。競走馬の持続性黄体がどの程度の期間続
くのかについては、より長期間のサンプリングが
必要であると考えられる。
　本研究ではearly springの期間に2歳馬からサン
プルを採取できなかったため、年齢と黄体機能の
関係について統計解析を実施することはできな
かった。しかしながら、本研究では3歳と４歳以上
では、黄体活性群の割合はearly springでは低く、
late springとsummerでは高いという傾向は変わ
らなかった。したがって、年齢は黄体活性に影響を
与えていない可能性が高い。年齢と黄体活性の関
係をさらに調査するためにはより多くの、特に2
歳馬からのサンプル採取が必要であろう。
　主な研究限界は卵巣状態の超音波検査をできな
かったことである。正確に黄体機能活性レベルを
知るには直腸を介した超音波検査が必須である。
しかしながら、競走馬に継続してそのような検査
を行うのは困難である。本研究で用いたような血
中プロジェステロン濃度は黄体活性を反映してい
ることが知られているので[7, 27]、ホルモン濃度
の変化は卵巣状態の季節変化を示す十分な指標と

考えられる。
　本研究では、トレーニング中の現役競走馬が季
節的な黄体活性変化を示すこと、およびla te  
springとsummerではほとんどのウマが持続性黄
体を含め、黄体活性を持つことが明らかとなった。
以上からサラブレッド競走馬においては、競走に
向けたトレーニングは卵巣や黄体活性に影響を及
ぼさない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14回　繋駕速歩競走と競走蹄鉄
　繋駕速歩競走は、紀元前ギリシャ・ローマ時代に
由来する歴史ある競走で、その走法によってト
ロット(斜対歩)とペーサー(側対歩)に分れて競走
が行なわれます。欧米では速歩専用コースが設け
られ、スリルとスピード感あふれる人気の高い競
馬です1, 2 )(写真1)。

　繋駕速歩競馬が日本で最初に施行されたのは、
明治40年鳴尾速歩競馬会（後に関西競馬倶楽部と
合併し、阪神競馬倶楽部になる。）が設立され、鳴尾
速歩競馬場で行なわれました。その後大正12年競
馬法が制定されると、陸軍の強い要請によって、軍
用輓馬改良のため公認競馬倶楽部でも行なわれる
ようになりました3 )。
　速歩馬は、その走法を乱さずに歩幅を伸ばしス
ピードをあげるため、肢や蹄を互いにぶつけ合う
交突（左右の肢や蹄がぶつかる。）や追突（前後の肢
や蹄がぶつかる。）を起こしやすいため、保護用具
を装着します(写真2)。また蹄鉄も、交突や追突の
防止や歩幅を伸ばすため速歩馬専用の蹄鉄が用い
られ、欧米では様々なタイプの蹄鉄が用いられて
いました4- 6 ）(写真3 -6 )。

　戦前の速歩馬は、長距離、重負担に耐えられるよ
うな軍用輓馬の改良が目的だったため、中間種と
呼ばれるトロッター系の軽輓馬が主流を占めてい
ました。競走も、欧米では1マイル(1600メートル)
が中心で、スピード感あふれる競走が行なわれて
いましたが、日本では長距離レースが中心だった

ため、単調でスピード感の乏しい競馬がほとんど
でした。また蹄鉄も、日本競馬会時代になって歯鉄
など突起物のある蹄鉄が禁止されたこともあっ
て、欧米で使用されるような蹄鉄は普及しなかっ
たと考えられます7 )(写真7-9)。
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 (写真1)ドイツの速歩競走
（馬之友.第9巻第2号. 大正14年馬之友社発行より引用。JRA提
供）

 (写真2)速歩馬の装具
中央の写真は肢蹄に装着された保護具
（欧米競馬視察談.昭和11年東京競馬倶楽部発行より引用。JRA
提供）

 (写真3)速歩用蹄鉄(前肢用)
蹄鉄の前半部を広く厚くして重
さをかけ、反回する蹄の遠心力
を利用して歩幅を伸ばす。

 (写真5)メンプイス蹄鉄(前肢用)
　　　　　　　　　　　フランス
フランス人メンプイスが考案
したもので、鍛着した横棒で踏
み切ることによって歩法を矯
正し、歩幅を伸ばす。

 (写真6)鉄臍付蹄鉄(後肢用)
　　　　　　　　　アメリカ
蹄鉄に丸みをつけて交突
や追突を防ぎ、鉄臍を設け
て蹄の安定を図り推進力
を増す。

 (写真4)速歩用蹄鉄
　　　　   (後肢用)
蹄鉄の内側を狭くして
交突を防ぎ、外側に鉄臍
を設けて蹄の安定を図
り、推進力を増す。

(昭和7年製作。日本装削蹄協会 所蔵)
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 (写真7)当時の速歩競走馬
(楽しい競馬. 国営競馬シリーズ第2号. 日本畜産会発行より引
用。JRA提供)

 (写真8)違反蹄鉄の見本
左下が速歩用蹄鉄、鉄臍があるため禁止された。（騎手教本. 昭
和17年日本競馬会発行より引用。JRA提供）

 (写真9)専門誌の表紙を飾る繋駕速歩競走
(馬の世界第13巻第7号. 昭和8年馬之世界社発行より引用。JRA
提供)
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馬の国際間移動に関する委員会（International
Movement of Horses Committee）の活動について

競走馬総合研究所　山中隆史

　馬の国際間移動に関する委員会（International 
Movement of Horses Committee, IMHC）は、国際
競馬統括機関連盟（International Federation of 
Horseracing Authorities, IFHA）の中にある一委員
会であり、筆者は2013年より委員を務めていま
す。IFHAとは、国際的な競馬の公正確保、生産、競
走体系および賭事のルールなどの調整を図り、競
馬産業の技術的、社会的および経済的な発展を目
的として、1961年に設立された組織です。世界59
か国から64の競馬主催団体が加盟しています

（2014年11月時点）。IFHAには、競馬の禁止薬物に
関する委員会、馬の福祉に関する委員会および
IMHCなどの8つの委員会が設けられています。
　馬の国際間移動のための検疫とは、当然、各国の
政府当局により実施されるものです。IMHCは、競
走馬というアスリートの現状を鑑みた検疫方法の
改善や改良に関する要望あるいは提言を、産業サ
イドから各政府当局へ行うことを目的としていま
す。また、IMHCは国際的なネットワークを活かし
て、世界中における馬伝染病の発生状況を、英国
ニューマーケットにあるAnimal Health Trustとい
う研究所内に設けられたInternational Collating 
Centreに集約し、迅速に加盟各国にフィードバッ
クする活動も行っています。以下に、近年、IMHC内
で話し合われた大きな2つのトピックについて紹
介します。

○南アフリカからの馬の安全な国際間移動の模索
　同国における馬の生産は、オランダ人探検家が
到着した1652年に始まったとされ、1792年に初
めてサラブレッドが南米より輸入されたと考えら

れています。しかし、一方では、1788年に1頭の種
牡馬と3頭の牝馬が同国から豪州のシドニーへ輸
出され、それらが豪州のサラブレッドの始祖と
なったとする説もあります。いずれにしても、同国
のサラブレッド生産は長い歴史を有していること
に間違いはありません。ちなみに、南アフリカは、
日本よりも先んじて、1985年に国際セリ名簿基準
委員会におけるパート1国に認定されています。
1986年には生産農家が約1100人存在し、生産頭
数は約7000頭いたそうです。しかし、2010年には
生産農家が約350人、生産頭数が約3500頭にま
で、それぞれ減ってしまったそうです。この大きな
理由は、アフリカ馬疫（AHS）という病気の流行に
より、海外への生産馬の輸出が難しくなったこと
によるとされています。
　AHSはレオウイルス科オルビウイルス属のRNA
ウイルスの感染による疾病であり、同じオルビウ
イルス属の牛のブルータングウイルスの原型

（prototype）と考えられています。AHSウイルスは
馬だけではなく、ロバ、ラバ、シマウマ、ラクダおよ
び犬に感染することがあり、馬とラバに感染した
場合に重篤な症状を引き起こします。馬における
致死率は、50-95％と大変高いことが知られてい
ます。一方、ロバやシマウマでは、症状が顕在化す
ることはまれです。不顕性感染しているシマウマ
は、AHSの主要なレゼルボアと考えられており、ヌ
カカの吸血を介して他の動物に伝染し、流行シー
ズンは2月から6月とされています。
　AHSは、1600年代中ごろに南アフリカでの発生
が最初に記録されたものであり、サハラ砂漠から
来た馬により持ち込まれ、以後、周期的な流行が繰

り返されてきたとされています。アフリカ大陸以
外における有名な流行は、1987年から1990年に
かけて発生したスペインおよびポルトガルでのも
のです。ナミビアからスペインへ不顕性感染した
シマウマがAHSウイルスを持ち込んだと考えられ
ており、1992年のバルセロナ五輪を直前に控え
て、世界中から脅威的なニュースとして注目を浴
びました。幸い五輪の馬術競技は無事に行われま
したが、欧州への馬の輸出が難しくなったことに
より、南アフリカの馬産業は上述したように衰退
を余儀なくされました。しかし、南アフリカのサラ
ブレッド生産および育成調教は、現在でも、世界的
に優れていると考えられており、南アフリカから
馬を輸入・購買したい希望を持っている競馬統括
機関も存在するのも事実です。2014年に、アラブ
首長国連邦（UAE）で行われたゴドルフィンマイル

（GⅡ）や香港で行われたチャンピオンズマイル（G
Ⅰ）を勝ったVariety Clubは大変有名な同国の生産
調教馬です。
　南アフリカには、野生のシマウマが多く存在し
ますし、さらに空中を飛ぶヌカカがAHSウイルス
を媒介することを考慮すると、南アフリカ全体の
清浄化は非常に困難と考えられます。そこで、南ア
フリカはAHSの清浄性の高い地域から順に、フ
リーゾーン、サーベイランスゾーン、プロテクショ
ンゾーンおよび感染ゾーンの4つに国を分けてい
ます（サーベイランスゾーンとプロテクション
ゾーンをまとめて、コントロールドゾーンと呼ぶ
こともあります）。フリーゾーンは、名前のごとく
AHSがないと考えられる地域、サーベイランス
ゾーンは積極的に監視を行う地域、およびプロテ
クションゾーンはサーベイランスゾーンと感染
ゾーンとの間の緩衝地域であり、積極的な監視は
行いません。コントロールゾーンをまたぐ馬の移
動の際には、公的な獣医師の許可を受ける必要が
あります。このゾーニングは1997年に設定され、
これにより、フリーゾーンからの馬の欧州への輸
出が可能となりました。しかし、サーベイランス
ゾーンでの発生が繰り返されるたびに、ゾーンの
変更や欧州側の輸入禁止措置が行われてきまし
た。そして、2011年以降、現在に至るまで、欧州へ
の南アフリカの馬の輸出は直接にはできない状況

と な っ て い ま す 。欧 州 当 局（ E u r o p e a n  
Commission）および国際獣疫事務局（OIE）の規則
では、2年間（あるいは2流行シーズン）、サーベイ
ランスゾーン内での発生がない場合には、フリー
ゾーンを復帰させることができるとあります。し
かし、2014年4月におけるサーベイランスゾーン
での発生により復帰が延期され、その2年間の停
止期間が終わる直前の2016年4月に、再びサーベ
イランスゾーンでAHSが発生してしまいました。
ヌカカの生態に関係すると思われますが、AHSの
流行は気温や湿度に依存しており、2015年は偶然
にも干ばつだったそうです。
　先に、南アフリカから馬を購買したい希望を持
つ競馬統括機関が存在すると書きましたが、やは
り、欧州が輸入禁止をしている状況では、その機関
が欧州以外のものであっても、独自に輸入できる
よう自国の検疫当局に働きかけることは難しいよ
うです。IFHAは、2015年よりOIEを通じて、AHSの
新しい診断法の開発やワクチン開発のための研究
資金を様々な大学等の研究機関に提供することに
より、AHSの制圧への援助活動を行っています。

○中国へ（からの）円滑な馬の移動のための道筋づ
くり
　現在、中国広東省の広州市従化区に、香港ジョッ
キークラブの所属競走馬用のトレーニング・セン
ターが建設されています。2000mの芝馬場と
1600mと1800mのオールウェザー馬場が作られ
る予定です。本トレーニング・センターが完成する
ことにより、香港ジョッキークラブ所属の競走馬
頭数が増加し、年間競走数が現在の616競走から
最終的には782競走へと増加することが可能と見
込まれています。このトレーニング・センターの建
設場所は、もともと、2010年のアジア競技大会の
馬術競技の開催地です。第一段階として、2018年7
月を目標に400頭の競走馬および60人のスタッフ
を収容できるよう工事が進められており、最終的
には2000頭を収容することが目標だそうです。香
港の沙田（シャティン）競馬場やハッピーバレー競
馬場との距離は約200kmであり、出走の都度、陸
路で馬が移動することになります。その移動には
あらかじめ定められた高速道路を使用し、その両

端1kmは馬の飼養が禁止される予定です。香港特
別行政区は中国の一部ではあっても、香港と中国
本土（広州側）とでは政治経済の仕組みが異なり、
本来は馬も人も往来には、係留を伴う動物検疫や
出入国審査が必要です。現在、香港および中国の検
疫当局の間では、馬の係留を省略し、書類審査のみ
の検疫に切り替える準備が行われています。実際
に、2016年2月29日から3月1日にかけて、香港の
競走馬が沙田競馬場と従化トレーニング・セン
ター間を往復する輸送実験が行われ、円滑に終了
したことが、香港ジョッキークラブより広報発表
されています（http://www.hkjc.com/english/
corporate/racing_news_item.asp?in_file=/english/
news/2016-03/news_2016030101934.html）。
　この計画は、Equine Disease Free Zone（EDFZ）
という考え方に立脚しています。中国のような広
大な国土、長い地続きの国境線および多くの馬を
有している国では、伝染病の監視体制を全国一律
で整えることは非常に困難です。そこで、特定の場
所を区切って（コアゾーン）、その内部は登録され
た馬のみを繋養可能とし、そして、その周囲にいる
馬で伝染病が発生した場合は届出義務を課すとい
う考え方です（サーベイランスゾーン）。何をもっ
て「周囲」とするのかは、個々のケースにより異
なっており、中国の場合は行政単位で区切られて
いるようです。一方、2014年の韓国仁川のアジア
大会でもEDFZが用いられましたが、その際にはコ
アゾーンを中心として半径10kmの地域と定めら
れました。
　現在、中国本土では賭事は禁止されていますが、
多くの中国人馬主が競走用サラブレッドを外国で
所有しており、その上位10人の所有馬を合計する
と1000頭を超えるそうです。また、2014年には成
都市の金馬国際競馬場において、「成都ドバイ国際
カップデー」と呼ばれる競馬開催が行われ、アラブ
首長国連邦からの参加馬が検疫を受けて参加し、
帰国していった実績もあります。今後、アラブ首長
国連邦だけではなく、様々な競馬先進国と呼ばれ
るような国あるいは地域と中国本土との間で、競
走馬が日常的に移動する時代がやってくるかもし

れません。

　以上、2つのトピックについて紹介しましたが、
いずれも、国単位で衛生状態を区切るのではなく、
境界を人為的に定めて、境界内部の馬の衛生状態
を高く保つというゾーニングという考え方に基づ
いています。最近では、90日間未満の移動であり、
かつ繁殖活動（交配、分娩および精液の採取など）
を行わず、純粋に競走あるいは競技への参加を目
的とする場合には、係留を伴う検疫を行わずとも、
国境を跨いだEDFZ間の移動を可能とする高度衛
生/高度パフォーマンス（High Heal th/High 
Performance）馬のためのOIEコードが、IMHCおよ
び国際馬術連盟の働きかけにより、2014年5月の
OIE総会で可決されました。OIEコードとは、動物
及び動物製品について、OIE加盟国が防疫その他の
措置を取る際に参照するべき事項のことで、OIE
コードより厳しい措置を講ずる場合は、科学的な
評価によってその正当性を証明しなければ保護貿
易的とみなされる可能性があります。しかしなが
ら、同コードは、発展途上国を含むすべてのOIE加
盟国（180か国、2016年5月時点）を網羅するもの
であり、日本が諸外国との間で個別に締結してい
る国際競走への参加あるいは海外遠征のための一
時輸出入衛生条件を超える厳しいものとなってい
ます。また、競走や競技への参加馬のほとんどが、
他国からの参加であることを想定していますの
で、参加馬の一部のみが他国（海外）からのもので
あるJRAや地方競馬の国際競走に馴染まない部分
も散見されます。しかしながら、五輪の馬術競技の
ように参加馬のほとんどが他国からの参加である
ような場合には、逆に馴染みのよい仕組みとなっ
ています。すべて英語ですが、興味のある方は、OIE
のウェブサイトに詳細な情報が掲載されています
ので、ぜひご覧ください（http://www.oie.int/our-
scientific-expertise/specific-information-and-
recommendations/international-competition-
horse-movement/high-health-high-performance-
hhp-horses/）。
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　馬の国際間移動に関する委員会（International 
Movement of Horses Committee, IMHC）は、国際
競馬統括機関連盟（International Federation of 
Horseracing Authorities, IFHA）の中にある一委員
会であり、筆者は2013年より委員を務めていま
す。IFHAとは、国際的な競馬の公正確保、生産、競
走体系および賭事のルールなどの調整を図り、競
馬産業の技術的、社会的および経済的な発展を目
的として、1961年に設立された組織です。世界59
か国から64の競馬主催団体が加盟しています

（2014年11月時点）。IFHAには、競馬の禁止薬物に
関する委員会、馬の福祉に関する委員会および
IMHCなどの8つの委員会が設けられています。
　馬の国際間移動のための検疫とは、当然、各国の
政府当局により実施されるものです。IMHCは、競
走馬というアスリートの現状を鑑みた検疫方法の
改善や改良に関する要望あるいは提言を、産業サ
イドから各政府当局へ行うことを目的としていま
す。また、IMHCは国際的なネットワークを活かし
て、世界中における馬伝染病の発生状況を、英国
ニューマーケットにあるAnimal Health Trustとい
う研究所内に設けられたInternational Collating 
Centreに集約し、迅速に加盟各国にフィードバッ
クする活動も行っています。以下に、近年、IMHC内
で話し合われた大きな2つのトピックについて紹
介します。
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委員会におけるパート1国に認定されています。
1986年には生産農家が約1100人存在し、生産頭
数は約7000頭いたそうです。しかし、2010年には
生産農家が約350人、生産頭数が約3500頭にま
で、それぞれ減ってしまったそうです。この大きな
理由は、アフリカ馬疫（AHS）という病気の流行に
より、海外への生産馬の輸出が難しくなったこと
によるとされています。
　AHSはレオウイルス科オルビウイルス属のRNA
ウイルスの感染による疾病であり、同じオルビウ
イルス属の牛のブルータングウイルスの原型
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場合に重篤な症状を引き起こします。馬における
致死率は、50-95％と大変高いことが知られてい
ます。一方、ロバやシマウマでは、症状が顕在化す
ることはまれです。不顕性感染しているシマウマ
は、AHSの主要なレゼルボアと考えられており、ヌ
カカの吸血を介して他の動物に伝染し、流行シー
ズンは2月から6月とされています。
　AHSは、1600年代中ごろに南アフリカでの発生
が最初に記録されたものであり、サハラ砂漠から
来た馬により持ち込まれ、以後、周期的な流行が繰
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ており、1992年のバルセロナ五輪を直前に控え
て、世界中から脅威的なニュースとして注目を浴
びました。幸い五輪の馬術競技は無事に行われま
したが、欧州への馬の輸出が難しくなったことに
より、南アフリカの馬産業は上述したように衰退
を余儀なくされました。しかし、南アフリカのサラ
ブレッド生産および育成調教は、現在でも、世界的
に優れていると考えられており、南アフリカから
馬を輸入・購買したい希望を持っている競馬統括
機関も存在するのも事実です。2014年に、アラブ
首長国連邦（UAE）で行われたゴドルフィンマイル

（GⅡ）や香港で行われたチャンピオンズマイル（G
Ⅰ）を勝ったVariety Clubは大変有名な同国の生産
調教馬です。
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ますし、さらに空中を飛ぶヌカカがAHSウイルス
を媒介することを考慮すると、南アフリカ全体の
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こともあります）。フリーゾーンは、名前のごとく
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ゾーンは積極的に監視を行う地域、およびプロテ
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これにより、フリーゾーンからの馬の欧州への輸
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ゾーンでの発生が繰り返されるたびに、ゾーンの
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あらかじめ定められた高速道路を使用し、その両

端1kmは馬の飼養が禁止される予定です。香港特
別行政区は中国の一部ではあっても、香港と中国
本土（広州側）とでは政治経済の仕組みが異なり、
本来は馬も人も往来には、係留を伴う動物検疫や
出入国審査が必要です。現在、香港および中国の検
疫当局の間では、馬の係留を省略し、書類審査のみ
の検疫に切り替える準備が行われています。実際
に、2016年2月29日から3月1日にかけて、香港の
競走馬が沙田競馬場と従化トレーニング・セン
ター間を往復する輸送実験が行われ、円滑に終了
したことが、香港ジョッキークラブより広報発表
されています（http://www.hkjc.com/english/
corporate/racing_news_item.asp?in_file=/english/
news/2016-03/news_2016030101934.html）。
　この計画は、Equine Disease Free Zone（EDFZ）
という考え方に立脚しています。中国のような広
大な国土、長い地続きの国境線および多くの馬を
有している国では、伝染病の監視体制を全国一律
で整えることは非常に困難です。そこで、特定の場
所を区切って（コアゾーン）、その内部は登録され
た馬のみを繋養可能とし、そして、その周囲にいる
馬で伝染病が発生した場合は届出義務を課すとい
う考え方です（サーベイランスゾーン）。何をもっ
て「周囲」とするのかは、個々のケースにより異
なっており、中国の場合は行政単位で区切られて
いるようです。一方、2014年の韓国仁川のアジア
大会でもEDFZが用いられましたが、その際にはコ
アゾーンを中心として半径10kmの地域と定めら
れました。
　現在、中国本土では賭事は禁止されていますが、
多くの中国人馬主が競走用サラブレッドを外国で
所有しており、その上位10人の所有馬を合計する
と1000頭を超えるそうです。また、2014年には成
都市の金馬国際競馬場において、「成都ドバイ国際
カップデー」と呼ばれる競馬開催が行われ、アラブ
首長国連邦からの参加馬が検疫を受けて参加し、
帰国していった実績もあります。今後、アラブ首長
国連邦だけではなく、様々な競馬先進国と呼ばれ
るような国あるいは地域と中国本土との間で、競
走馬が日常的に移動する時代がやってくるかもし

れません。

　以上、2つのトピックについて紹介しましたが、
いずれも、国単位で衛生状態を区切るのではなく、
境界を人為的に定めて、境界内部の馬の衛生状態
を高く保つというゾーニングという考え方に基づ
いています。最近では、90日間未満の移動であり、
かつ繁殖活動（交配、分娩および精液の採取など）
を行わず、純粋に競走あるいは競技への参加を目
的とする場合には、係留を伴う検疫を行わずとも、
国境を跨いだEDFZ間の移動を可能とする高度衛
生/高度パフォーマンス（High Heal th/High 
Performance）馬のためのOIEコードが、IMHCおよ
び国際馬術連盟の働きかけにより、2014年5月の
OIE総会で可決されました。OIEコードとは、動物
及び動物製品について、OIE加盟国が防疫その他の
措置を取る際に参照するべき事項のことで、OIE
コードより厳しい措置を講ずる場合は、科学的な
評価によってその正当性を証明しなければ保護貿
易的とみなされる可能性があります。しかしなが
ら、同コードは、発展途上国を含むすべてのOIE加
盟国（180か国、2016年5月時点）を網羅するもの
であり、日本が諸外国との間で個別に締結してい
る国際競走への参加あるいは海外遠征のための一
時輸出入衛生条件を超える厳しいものとなってい
ます。また、競走や競技への参加馬のほとんどが、
他国からの参加であることを想定していますの
で、参加馬の一部のみが他国（海外）からのもので
あるJRAや地方競馬の国際競走に馴染まない部分
も散見されます。しかしながら、五輪の馬術競技の
ように参加馬のほとんどが他国からの参加である
ような場合には、逆に馴染みのよい仕組みとなっ
ています。すべて英語ですが、興味のある方は、OIE
のウェブサイトに詳細な情報が掲載されています
ので、ぜひご覧ください（http://www.oie.int/our-
scientific-expertise/specific-information-and-
recommendations/international-competition-
horse-movement/high-health-high-performance-
hhp-horses/）。
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　馬の国際間移動に関する委員会（International 
Movement of Horses Committee, IMHC）は、国際
競馬統括機関連盟（International Federation of 
Horseracing Authorities, IFHA）の中にある一委員
会であり、筆者は2013年より委員を務めていま
す。IFHAとは、国際的な競馬の公正確保、生産、競
走体系および賭事のルールなどの調整を図り、競
馬産業の技術的、社会的および経済的な発展を目
的として、1961年に設立された組織です。世界59
か国から64の競馬主催団体が加盟しています

（2014年11月時点）。IFHAには、競馬の禁止薬物に
関する委員会、馬の福祉に関する委員会および
IMHCなどの8つの委員会が設けられています。
　馬の国際間移動のための検疫とは、当然、各国の
政府当局により実施されるものです。IMHCは、競
走馬というアスリートの現状を鑑みた検疫方法の
改善や改良に関する要望あるいは提言を、産業サ
イドから各政府当局へ行うことを目的としていま
す。また、IMHCは国際的なネットワークを活かし
て、世界中における馬伝染病の発生状況を、英国
ニューマーケットにあるAnimal Health Trustとい
う研究所内に設けられたInternational Collating 
Centreに集約し、迅速に加盟各国にフィードバッ
クする活動も行っています。以下に、近年、IMHC内
で話し合われた大きな2つのトピックについて紹
介します。

○南アフリカからの馬の安全な国際間移動の模索
　同国における馬の生産は、オランダ人探検家が
到着した1652年に始まったとされ、1792年に初
めてサラブレッドが南米より輸入されたと考えら

れています。しかし、一方では、1788年に1頭の種
牡馬と3頭の牝馬が同国から豪州のシドニーへ輸
出され、それらが豪州のサラブレッドの始祖と
なったとする説もあります。いずれにしても、同国
のサラブレッド生産は長い歴史を有していること
に間違いはありません。ちなみに、南アフリカは、
日本よりも先んじて、1985年に国際セリ名簿基準
委員会におけるパート1国に認定されています。
1986年には生産農家が約1100人存在し、生産頭
数は約7000頭いたそうです。しかし、2010年には
生産農家が約350人、生産頭数が約3500頭にま
で、それぞれ減ってしまったそうです。この大きな
理由は、アフリカ馬疫（AHS）という病気の流行に
より、海外への生産馬の輸出が難しくなったこと
によるとされています。
　AHSはレオウイルス科オルビウイルス属のRNA
ウイルスの感染による疾病であり、同じオルビウ
イルス属の牛のブルータングウイルスの原型

（prototype）と考えられています。AHSウイルスは
馬だけではなく、ロバ、ラバ、シマウマ、ラクダおよ
び犬に感染することがあり、馬とラバに感染した
場合に重篤な症状を引き起こします。馬における
致死率は、50-95％と大変高いことが知られてい
ます。一方、ロバやシマウマでは、症状が顕在化す
ることはまれです。不顕性感染しているシマウマ
は、AHSの主要なレゼルボアと考えられており、ヌ
カカの吸血を介して他の動物に伝染し、流行シー
ズンは2月から6月とされています。
　AHSは、1600年代中ごろに南アフリカでの発生
が最初に記録されたものであり、サハラ砂漠から
来た馬により持ち込まれ、以後、周期的な流行が繰

り返されてきたとされています。アフリカ大陸以
外における有名な流行は、1987年から1990年に
かけて発生したスペインおよびポルトガルでのも
のです。ナミビアからスペインへ不顕性感染した
シマウマがAHSウイルスを持ち込んだと考えられ
ており、1992年のバルセロナ五輪を直前に控え
て、世界中から脅威的なニュースとして注目を浴
びました。幸い五輪の馬術競技は無事に行われま
したが、欧州への馬の輸出が難しくなったことに
より、南アフリカの馬産業は上述したように衰退
を余儀なくされました。しかし、南アフリカのサラ
ブレッド生産および育成調教は、現在でも、世界的
に優れていると考えられており、南アフリカから
馬を輸入・購買したい希望を持っている競馬統括
機関も存在するのも事実です。2014年に、アラブ
首長国連邦（UAE）で行われたゴドルフィンマイル

（GⅡ）や香港で行われたチャンピオンズマイル（G
Ⅰ）を勝ったVariety Clubは大変有名な同国の生産
調教馬です。
　南アフリカには、野生のシマウマが多く存在し
ますし、さらに空中を飛ぶヌカカがAHSウイルス
を媒介することを考慮すると、南アフリカ全体の
清浄化は非常に困難と考えられます。そこで、南ア
フリカはAHSの清浄性の高い地域から順に、フ
リーゾーン、サーベイランスゾーン、プロテクショ
ンゾーンおよび感染ゾーンの4つに国を分けてい
ます（サーベイランスゾーンとプロテクション
ゾーンをまとめて、コントロールドゾーンと呼ぶ
こともあります）。フリーゾーンは、名前のごとく
AHSがないと考えられる地域、サーベイランス
ゾーンは積極的に監視を行う地域、およびプロテ
クションゾーンはサーベイランスゾーンと感染
ゾーンとの間の緩衝地域であり、積極的な監視は
行いません。コントロールゾーンをまたぐ馬の移
動の際には、公的な獣医師の許可を受ける必要が
あります。このゾーニングは1997年に設定され、
これにより、フリーゾーンからの馬の欧州への輸
出が可能となりました。しかし、サーベイランス
ゾーンでの発生が繰り返されるたびに、ゾーンの
変更や欧州側の輸入禁止措置が行われてきまし
た。そして、2011年以降、現在に至るまで、欧州へ
の南アフリカの馬の輸出は直接にはできない状況

と な っ て い ま す 。欧 州 当 局（ E u r o p e a n  
Commission）および国際獣疫事務局（OIE）の規則
では、2年間（あるいは2流行シーズン）、サーベイ
ランスゾーン内での発生がない場合には、フリー
ゾーンを復帰させることができるとあります。し
かし、2014年4月におけるサーベイランスゾーン
での発生により復帰が延期され、その2年間の停
止期間が終わる直前の2016年4月に、再びサーベ
イランスゾーンでAHSが発生してしまいました。
ヌカカの生態に関係すると思われますが、AHSの
流行は気温や湿度に依存しており、2015年は偶然
にも干ばつだったそうです。
　先に、南アフリカから馬を購買したい希望を持
つ競馬統括機関が存在すると書きましたが、やは
り、欧州が輸入禁止をしている状況では、その機関
が欧州以外のものであっても、独自に輸入できる
よう自国の検疫当局に働きかけることは難しいよ
うです。IFHAは、2015年よりOIEを通じて、AHSの
新しい診断法の開発やワクチン開発のための研究
資金を様々な大学等の研究機関に提供することに
より、AHSの制圧への援助活動を行っています。

○中国へ（からの）円滑な馬の移動のための道筋づ
くり
　現在、中国広東省の広州市従化区に、香港ジョッ
キークラブの所属競走馬用のトレーニング・セン
ターが建設されています。2000mの芝馬場と
1600mと1800mのオールウェザー馬場が作られ
る予定です。本トレーニング・センターが完成する
ことにより、香港ジョッキークラブ所属の競走馬
頭数が増加し、年間競走数が現在の616競走から
最終的には782競走へと増加することが可能と見
込まれています。このトレーニング・センターの建
設場所は、もともと、2010年のアジア競技大会の
馬術競技の開催地です。第一段階として、2018年7
月を目標に400頭の競走馬および60人のスタッフ
を収容できるよう工事が進められており、最終的
には2000頭を収容することが目標だそうです。香
港の沙田（シャティン）競馬場やハッピーバレー競
馬場との距離は約200kmであり、出走の都度、陸
路で馬が移動することになります。その移動には
あらかじめ定められた高速道路を使用し、その両

端1kmは馬の飼養が禁止される予定です。香港特
別行政区は中国の一部ではあっても、香港と中国
本土（広州側）とでは政治経済の仕組みが異なり、
本来は馬も人も往来には、係留を伴う動物検疫や
出入国審査が必要です。現在、香港および中国の検
疫当局の間では、馬の係留を省略し、書類審査のみ
の検疫に切り替える準備が行われています。実際
に、2016年2月29日から3月1日にかけて、香港の
競走馬が沙田競馬場と従化トレーニング・セン
ター間を往復する輸送実験が行われ、円滑に終了
したことが、香港ジョッキークラブより広報発表
されています（http://www.hkjc.com/english/
corporate/racing_news_item.asp?in_file=/english/
news/2016-03/news_2016030101934.html）。
　この計画は、Equine Disease Free Zone（EDFZ）
という考え方に立脚しています。中国のような広
大な国土、長い地続きの国境線および多くの馬を
有している国では、伝染病の監視体制を全国一律
で整えることは非常に困難です。そこで、特定の場
所を区切って（コアゾーン）、その内部は登録され
た馬のみを繋養可能とし、そして、その周囲にいる
馬で伝染病が発生した場合は届出義務を課すとい
う考え方です（サーベイランスゾーン）。何をもっ
て「周囲」とするのかは、個々のケースにより異
なっており、中国の場合は行政単位で区切られて
いるようです。一方、2014年の韓国仁川のアジア
大会でもEDFZが用いられましたが、その際にはコ
アゾーンを中心として半径10kmの地域と定めら
れました。
　現在、中国本土では賭事は禁止されていますが、
多くの中国人馬主が競走用サラブレッドを外国で
所有しており、その上位10人の所有馬を合計する
と1000頭を超えるそうです。また、2014年には成
都市の金馬国際競馬場において、「成都ドバイ国際
カップデー」と呼ばれる競馬開催が行われ、アラブ
首長国連邦からの参加馬が検疫を受けて参加し、
帰国していった実績もあります。今後、アラブ首長
国連邦だけではなく、様々な競馬先進国と呼ばれ
るような国あるいは地域と中国本土との間で、競
走馬が日常的に移動する時代がやってくるかもし

れません。

　以上、2つのトピックについて紹介しましたが、
いずれも、国単位で衛生状態を区切るのではなく、
境界を人為的に定めて、境界内部の馬の衛生状態
を高く保つというゾーニングという考え方に基づ
いています。最近では、90日間未満の移動であり、
かつ繁殖活動（交配、分娩および精液の採取など）
を行わず、純粋に競走あるいは競技への参加を目
的とする場合には、係留を伴う検疫を行わずとも、
国境を跨いだEDFZ間の移動を可能とする高度衛
生/高度パフォーマンス（High Heal th/High 
Performance）馬のためのOIEコードが、IMHCおよ
び国際馬術連盟の働きかけにより、2014年5月の
OIE総会で可決されました。OIEコードとは、動物
及び動物製品について、OIE加盟国が防疫その他の
措置を取る際に参照するべき事項のことで、OIE
コードより厳しい措置を講ずる場合は、科学的な
評価によってその正当性を証明しなければ保護貿
易的とみなされる可能性があります。しかしなが
ら、同コードは、発展途上国を含むすべてのOIE加
盟国（180か国、2016年5月時点）を網羅するもの
であり、日本が諸外国との間で個別に締結してい
る国際競走への参加あるいは海外遠征のための一
時輸出入衛生条件を超える厳しいものとなってい
ます。また、競走や競技への参加馬のほとんどが、
他国からの参加であることを想定していますの
で、参加馬の一部のみが他国（海外）からのもので
あるJRAや地方競馬の国際競走に馴染まない部分
も散見されます。しかしながら、五輪の馬術競技の
ように参加馬のほとんどが他国からの参加である
ような場合には、逆に馴染みのよい仕組みとなっ
ています。すべて英語ですが、興味のある方は、OIE
のウェブサイトに詳細な情報が掲載されています
ので、ぜひご覧ください（http://www.oie.int/our-
scientific-expertise/specific-information-and-
recommendations/international-competition-
horse-movement/high-health-high-performance-
hhp-horses/）。
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研 修 報 告

アイリッシュエクワインセンター
（Irish Equine Centre）での研修報告

競走馬総合研究所　分子生物研究室　　根本　学

1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。

図1　IEC の門（上）および入口外観（下）
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1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。図2　ウイルス学研究室のメンバーと筆者。左端が

　　   Ann Cullinane、左から2 番目が筆者。
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1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。

図3　OIE のリファレンスラボラトリーであることを
　　  示す看板
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1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。

図4　血清を添加した後のプレート

図5　一晩インキュベートしたプレート
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1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。

図6　アイリッシュナショナルスタッドの日本庭園
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1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。

図7　アイリッシュナショナルスタッドに繋養され
　　  ているFree Eagle 号

図8　レパーズタウン競馬場のゴール前
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1章　はじめに
　2007年から2008年の発生以降、馬インフルエ
ンザは日本では発生しておらず、現在撲滅されて
いる。しかし世界中で馬インフルエンザは発生し
ており、日本への侵入リスクは常にある。そのため
世界各地における流行状況に関する情報収集、お
よび診断法に関する知識・技術は常に更新してい
く必要がある。一方、世界有数のサラブレッド生産
国であるアイルランドでは毎年のように馬インフ
ルエンザが発生している。そのアイルランドにお
いて、OIE（国際獣疫事務局）のリファレンスラボラ
トリーであるアイリッシュエクワインセンター

（Irish Equine Centre：IEC）が馬インフルエンザの
診断および研究を実施している。OIEのリファレン
スラボラトリーであるということは、その疾病に
対して高い専門性を有している研究室であること
をOIEが認定しているということである。そのため
馬インフルエンザの研究を今後実施するにあた
り、効率的に必要な知識および技術を習得するた
めには、IECにおいて研修することが最適であると
考えられた。さらにIECでは馬インフルエンザ以外
の馬ウイルス感染症に関する各種検査を実施して
いることから、これらの手法を習得し、日本で実施
されている方法と比較検討することにより技術の
向上が期待された。
　以上の目的で、2015年7月から1年間、アイルラ
ンドのキルデア州にあるIECで海外研修を実施し
た。本稿ではIECの概略、習得した検査法、およびア
イルランドの競馬関連施設をいくつか紹介する。

2章　IECおよび所属研究室について
　IECはアイルランド最大の馬産地であるキルデ
ア州にある検査および研究機関である（図1）。IEC
は1983年に馬伝染性子宮炎の流行をきっかけに
設立された、アイルランドの馬産業を守ることを
目的とした非営利団体である。運営資金の多くは
日々の検査業務によってまかなわれているが、他
にはHorse Racing IrelandやIrish Thoroughbred 
Breeders Associationなどからの助成金、各研究課
題に対する助成金などを受けており、これら検査
業務以外の資金が運営コストの約3分の1を占め
ている。検査および研究はClinical Pathology（臨床
病理学）、Pathology（病理学）、Microbiology（微生
物学）およびVirology（ウイルス学）の4つの研究室
によって行われている。なお微生物学およびウイ
ルス学研究室では全ての検査ではないものの、
ISO/IEC17025の認定を取得しており、検査結果の
信頼性を高めている。

　筆者は研修期間中ウイルス学研究室に所属し研
究を実施した。本研究室はその名の通りウイルス
全般に関する診断を実施しており、さらにウマお
よびウシのウイルス病を診断する部屋に分かれて
た。ウマに関する研究は馬インフルエンザを中心
に実施されている。研究室長はDr. Ann Cullinane
であり（図2）、ウマの研究室には7人の職員および
筆者の研修期間中に数名のインターンシップ生が
研修にきていた。さらに1月からは繁殖シーズン
となり、馬動脈炎ウイルスの検査を中心として繁
忙期を迎えるため、さらに数人を期間限定で雇用
していた。期間限定で雇用されている職員が多く、
人の出入りが激しい研究室である。検査内容は日
本と同様に、馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験、
馬鼻肺炎診断のための補体結合反応試験、馬動脈
炎ウイルス診断のための中和試験等の血清診断、
各種ウイルスに対するリアルタイムPCR法を主体
とした遺伝子診断などが実施されていた。ウシの
研究室では牛ウイルス性下痢ウイルスの撲滅プロ
グラムを実施しており、数名の職員がウシのウイ
ルス検査業務に専念していた。他に数は多くない
ものの、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコのウイルス検査も
実施しており、Irish Equine Centreというよりも
Irish Animal Centreという印象を持った。実際、所
長であるSarah McNicholasは、近年はウマ以外の
動物の検査が増えており今後も検査が増加するこ
とを望んでいる、とIndependent.ie誌の2015年12
月16日号で述べている。余談ではあるがこの記事
中、IECは検査だけではなく研究にも力を入れてお
り、世界中から留学生が来る魅力的な研究所であ
る、という流れで筆者のことについても触れてい
た。宣伝に一役買えたのであれば、お世話になった
IECに少しは貢献できたのかと感じている。詳しく

は下記アドレスより記事をご覧いただきたい。
(http://www.independent.ie/business/farming/
equine-centre-looks-beyond-core-business-
34286102.html)
　上述したように、ウイルス学研究室では全ての
検査に対してではないもののISO/IEC17025の認
定を取得しており、取得していない検査について
もGLP（Good laboratory Practice）に則って試験を
実施している。なお、ISO/IEC17025は「国際標準化
機構（ISO）によって決められた、試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項の国際標準規格」
であり、GLPは検査の精度の確保および確認のた
めの手順法のことである。そのため各検査に対す
るマニュアルはもちろん、他の作業に対してもマ
ニュアルが作成されていた。検査以外の作業とは、
例えば検体の受け取り方法およびその流れ、ゴミ
の分別の仕方、使用済みのチップやプレートの消
毒の仕方、使用済み白衣の出し方、極めつけは電話
の応対の仕方までマニュアルが作成されている。
このマニュアルは数百項目はあり、大変な手間が
かかっている。さらにはISO/IEC17025の基準を満
たすために、毎朝研究室各所に設置された温度計
のチェックおよび記録、冷蔵庫および冷凍庫の温
度計のチェックおよび記録、電子はかりのチェッ
クおよび記録等々を行っている。また各作業を実
施するたびに記録することとなっており、例えば
試薬を測定した場合にはその重さおよび試薬の
ロット番号を、pHを測定した場合にはその結果を
記録する必要があった。ISO/IEC17025の取得およ
び維持には大変な労力を必要とすることを実感し
た。しかし検査料金を取って運営するIECにとって
は、ISO/IEC17025の取得により検査結果の信頼度
が上がるため、必要な仕事であると感じた。
　また上述したように、ウイルス学研究室はOIEの
馬インフルエンザに関するリファレンスラボラト
リーに指定されており、馬インフルエンザの診断
法やワクチンに関する調査と研究を実施している

（図3）。OIEは動物衛生や人獣共通感染症に関する
国際基準の作成などを行う世界の動物衛生の向上
を目的とする機関であり、リファレンスラボラト
リーとは動物疾病の診断およびその方法に関する
助言や利用する標準株・診断試薬の保管などを行

う研究室を意味する。なお馬インフルエンザのリ
ファレンスラボラトリーに指定されている研究室
は4つあり、IEC以外ではドイツのベルリン自由大
学（Free University of Berlin）、アメリカのケン
タッキー大学（University of Kentucky）、およびイ
ギリスのアニマルヘルストラスト（Animal Health 
Trust）がある。AnnはOIEの馬インフルエンザウイ
ルスの疫学に関する委員会（O I E  E x p e r t  
Surveillance Panel for equine influenza）の議長を
務めている。この委員会では近年における馬イン
フルエンザウイルスの世界中の流行を評価し、ワ
クチンに関する勧告を行っている。これらの功績
を称える目的で、筆者の研修中にアイルランドの
農水大臣であるSimon Coveneyが来所した。この
件についてもIndependent.ie誌の2015年12月16
日号で触れられているので、詳しくは下記アドレ
スより記事をご覧いただきたい。

（http://www.independent.ie/business/farming/
virology-unit-leads-way-in-protecting-irish-horses-
34286104.html）

3章　SRH（Single radial haemolysis）法の習得と
考察
　今回IECで研修を実施した大きな理由の一つが、
SRH（single radial haemolysis）法の習得であった。
SRH法は1970年代からインフルエンザウイルス
に対する抗体を検出するために使われている。原
理は、インフルエンザウイルスに対する抗体が補
体の存在下でウイルスで表面を覆われた赤血球に
結合し、溶血させる現象を利用した試験である。被
検血清をウイルスで覆われた赤血球および補体を
含む寒天ゲル内のウェルに添加して拡散させ、
ウェル周囲の赤血球が溶血した領域の面積を測定
する。そしてこの溶血環の面積が大きいほど多く

の抗体を保有していると判断される。元アニマル
ヘルストラスト所属のJanet Dalyらのグループに
よって最近執筆された総説には以下のように書か
れている。

　2008年のOIEの報告によると、SRH法はHI
（Haemagglutination inhibition）試験と同等の有用
性があり、現在まで最も信頼できる血清診断法の
ひとつである。SRH法ではインフルエンザウイル
スに対する免疫状態と抗体価の間に強い相関があ
ることから、ワクチン効果を評価する場合に頻繁
に用いられる。またSRH法ではHI試験とは異なり
被検血清を希釈する必要がないため、抗体の検出
感度がHI試験よりも高い。
（Kinsley et al. Vet. Microbiol. 2016. 187: 15‒20）

　他の馬インフルエンザの総説においてもSRH法
を称賛する記述が多い。しかし不思議なことに、馬
インフルエンザ以外のインフルエンザ領域ではほ
とんど用いられていない。そこで今回の研修にお
いて、ワクチン効果を調査する上で最適とされる
SRH法の習得、そして論文を一読すると素晴らし
い試験方法にも関わらず、あまり用いられていな
い理由を探ることを目的とし、実験に取り組んだ。

【材料と方法】
　SRH法は開始から結果を得るまでに3日を必要
とするが、方法を簡単に記す。

1日目
　羊血球を洗浄する。

2日目
　1日目に洗浄した羊血球、馬インフルエンザウ
イルスおよび補体を混合する。さらに血球混合液
と寒天を混ぜ、ペトリ皿に流して固まらせる。そし
て固まった寒天に穴をあけ、検体を添加する（図
4）。37℃湿潤環境下で、一晩インキュベートする。

3日目
　溶血環（図5）の大きさ（矢印の部分）をノギスに
て計測する。

【SRH法の利点および欠点】
○利点
　HI試験は抗体を2倍階段希釈しているため、抗
体価は2倍刻みになり連続的な値にはならない。
一方、SRH法は抗体を希釈せず、溶血環の大きさで
判定するため、抗体価は連続的な値となる。そのた
め、抗体価の推移を単純に観察する場合は有用で
あると感じた。

×欠点
　溶血環の測定は0.01mm単位であり、測定者の

ちょっとした測定の違いが抗体価に大きく結果に
影響する。さらにウイルス株と血清によって、溶血
環が明瞭な場合とぼやける場合がある。例えばウ
イルスAに対して、ウイルスAで免疫された馬の血
清を用いた場合、溶血環の辺縁は非常に明瞭で判
定しやすいため、測定者による誤差は大きくない。
しかし、ウイルスAに対してウイルスBで免疫され
た馬の血清を用いた場合、およびウイルスBに対し
てウイルスAで免疫された馬の血清を用いた場
合、溶血環の辺縁はぼやけ、判定が難しくなるた
め、測定者による誤差が大きくなりやすい。上述し
た総説において、SRH法を9研究室で実施したとこ
ろ最大3.9倍の違いがあった、と記載されている。
さらに、HI試験は1日で結果を得ることができる
が、SRH法は結果を得るまでに3日必要とする。こ
れらの点がSRH法があまり実施されていない大き
な理由であると思われた。

4章　IECにおけるウイルス検査方法の習得
　各種研究と並行して日本においても実施されて
いる重要な診断法および実験法について、IECにお
ける方法の習得を実施した。具体的には、馬伝染性
貧血診断のためのゲル内沈降反応試験、馬鼻肺炎
診断のための補体結合反応試験、馬インフルエン
ザウイルスの分離法および馬インフルエンザウイ
ルスに対する血清中の抗体を検査する赤血球凝集
抑制試験、およびリアルタイムPCR法の習得を
行った。血清診断およびウイルス分離法は古典的
な方法であるが、生体由来の材料を試薬として用
いているため、リアルタイムPCR法などの分子生
物学的診断法よりも一般的に手技が難しく、結果
が安定しないことがある。今回習得した方法が、検
査に不具合が生じた際に解決のためのヒントにな
ることを期待したい。
　以下に、各種検査法において日本で実施してい
る方法と異なる点、筆者が重要と感じた点につい
て簡単にまとめた。

馬伝染性貧血のゲル内沈降反応試験
　日本ではゲルが出来上がった状態で市販されて
いるが、アイルランドではそのような製品はない
ため、IECではゲルから作製している。また陽性コ

ントロールの数が日本とは異なった。日本では6
ウェル中2ウェルを陽性コントロールに用いてい
るが、IECではOIEマニュアルに従い3ウェル用い
ていた。用いられていたIDEXX社製キットの陽性
コントロールラインは明瞭であり、判定は容易で
あった。

馬鼻肺炎の補体結合反応試験
　基本的な手順は同じであるが、もっとも大きな
違いは判定基準である。筆者の研究室では100%溶
血阻止したウェルを抗体陽性としているが、IECで
は50%溶血阻止までを陽性として判定している。
結果に最も影響する判定基準が異なることからわ
かるように、抗体価の数値自体を研究室間で比較
することに大きな意味はない。

馬インフルエンザウイルスの分離法
　我々の方法とIECの方法で最も大きな違いは、検
査材料の接種方法であった。我々は小さなドリル
で卵殻に直径数mmの穴をあけ材料を接種してい
る。一方、IECではハサミで1cmほどの穴をあけ、中
を確認して材料を接種していた。卵の中を確認し、
確実に羊膜腔内もしくは尿膜腔内に接種したい場
合にこの方法を実施すればよいと思われる。

馬インフルエンザの赤血球凝集抑制試験
　大きな違いは、鶏血球の濃度であった。我々は
0.5%の鶏血球を用いているが、IECでは1%の鶏血
球を用いていた。この違いが結果にどの程度影響
を及ぼしているかは不明である。

リアルタイムPCR法
　IECではリアルタイムPCR法が毎日のように実
施されていたが、筆者が日本で頻繁に実施してい
る通常のPCR法は検査にほとんど用いられていな
かった。その理由として、リアルタイムPCR法は遺
伝子増幅反応後すぐに結果を判定できる、という
利点がある。一方で通常のPCR法は遺伝子増幅反
応後、電気泳動によって標的遺伝子の増幅の有無
を確認する必要があることから、リアルタイム
PCR法よりも手間と時間を必要とする。さらに電
気泳動を実施する際は増幅反応を行ったチューブ

を開ける必要があり、大量に増幅された遺伝子が
検査室を汚染する可能性がある。電気泳動専用の
別の部屋で電気泳動は実施されていたが、毎日検
査を実施しているため、ひとたび増幅産物によっ
て部屋が汚染されると日常検査に大きな支障が出
る。リアルタイムPCR法では増幅産物の入った
チューブを開ける必要はないため、汚染のリスク
を最小限に抑えることができるため、本法を中心
に遺伝子診断を実施していると考えられた。

5章　アイルランドの競馬関連施設への訪問
　アイルランドは世界有数のサラブレッド生産国
であり、数多くの名馬を輩出している。また非常に
競馬が盛んな国である。本研修期間中、いくつかの
競馬関連施設を訪問したので本章にて紹介する。

アイリッシュナショナルスタッド（Irish National 
Stud）
　キルデア州にある国有の生産牧場で、10頭前後
の種牡馬を管理している。また日本人庭師Tassa 
Eida（飯田三郎）とその息子Minoruによって設計
された、欧州一ともいわれる日本庭園があること
でも有名である（図6）。この牧場で生産され1909
年に2000ギニーおよびダービーを制したMinoru
の馬名は、この庭師から来ているといわれている。
本牧場では人材育成も行っており、世界各国から
ホースマンが来て繁殖に関する研修を行ってい
る。

　本牧場で最も有名は種牡馬はInvincible Spiritで
あり、2016年の種付け料は€120,000である。代表
産駒にはKingman（愛2000ギニー、セントジェー
ムズパレスステークス、サセックスステークス、

ジャック・ル・マロワ賞）などがいる。今年からス
タッドインしたのがFree Eagleで、種付け料は
€20,000である（図7）。Free Eagleは天皇賞馬スピ
ルバーグが出走した2015年のプリンスオブ
ウェールズステークスを制し、同年エイシンヒカ
リが優勝した香港カップにも出走していることか
ら、日本競馬ファンにとっても馴染みの深い馬で
ある。他の種牡馬の種付け料は€9,000以下であ
り、Invincible Spiritの種付け料が異常に高額であ
ることが理解できるかと思う。本牧場内には博物
館があり、アイルランドの競馬の歴史、および英愛
で活躍した伝説の障害馬Arkleの全身骨格標本が
展示されている。

レパーズタウン競馬場（L e o p a r d s t o w n  
racecourse）
　レパーズタウン競馬場（図8）はダブリン州にあ
り、ダブリンの中心街から約8kmほど南に位置し
ている。本競馬場はアイリッシュチャンピオンス
テークスが開催されることで有名で、筆者は2015
年の本競走を観戦した。アイリッシュチャンピオ
ンステークスは1マイル2ハロン（約2012メート
ル）のGroup 1競走で、過去の優勝馬には、Giant's 
Causeway（2000年）、Fantastic Light（2001年）、
High Chaparral（2002年）、Sea The Stars（2009
年）、Snow Fairy（2012年）などがおり、欧州中距離
路線の最高峰のレースのひとつとされている。こ
のレースは凱旋門賞のステップレースとしても重
要であり、実際に昨年もこのレースから数頭が凱
旋門賞に出走した。2015年のレース前の最大の見
どころは、イギリスダービー馬Golden Hornとイ
ギリスおよびアイルランド2000ギニーを制した

Gleneaglesの対決であった。しかし2頭とも重馬場
を苦手としており、馬場が悪化するようであれば
出走回避を示唆していた。実際にGolden Hornは
馬場を理由に"キングジョージ"を直前回避、一方
GleneaglesはサセックスS、ジャック・ル・マロワ
賞、インターナショナルSを直前回避していた。こ
のような事情から、2頭ともに出走してもらいた
い主催者は驚くべきことに天気予報を参考にし、
雨を回避するために発走時刻の変更（1時間繰り
上げ）を行った。有力馬に出走してもらいたいのは
理解できるものの、日本では考えられない措置で
あり大きな衝撃を受けた。しかしながら主催者の
努力の甲斐なく、Gleneaglesは馬場を理由に直前
回避していた。レースは結局Golden Hornが優勝、
2着が牝馬のFound、3着は現在Irish National Stud
で種牡馬生活を送っているFree Eagleであった。な
おGolden Hornはこのレースをステップとし凱旋
門賞に出走して優勝、2着のFoundはブリーダーズ
カップターフでそのGolden Hornを破り優勝、5着
のHighland Reelは次走の香港ヴァーズを優勝し
ており、本競走のレベルの高さが伺える。

　レース当日はLonginesが主催したPrize for 
Eleganceという、おしゃれな人に対して賞を与え
るというイベントが開催されており、ドレスや帽
子を被った女性が多くおり、華やかな雰囲気で
あった。しかし、レースが進むにつれ、目の前で競
馬が行われているのにも関わらず競馬を見ていな
い人が多いことに気づき、違和感を覚えた。ざっと
みた印象だと、着飾った女性や、若い男子または女
子のみが5～6人集まったグループに競馬を見て
いない人が多く、彼ら、彼女らは競馬が始まっても
酒を片手に会話を楽しんでいた。もちろんギャン
ブルという側面から競馬を楽しんでいるファンも
多くみられたが、日本以上に競馬というイベント

をきっかけとして、競馬場に知り合いが集まり交
流を深める、または新たな人脈を広げる、さらには
若い男女の出会いの場になっているのではないか
と感じた。

カラ競馬場（Curragh racecourse）
　キルデア州にありIECから南西に約20kmに位置
する競馬場で、アイルランドで最も重要な競馬場
といえる。本競馬場では3歳クラシック5レース

（1000ギニー、2000ギニー、ダービー、オークス、
セントレジャー）全てが開催される。図9は競馬場
入口にある、リッジウッドパール（Ridgewood 
Pearl）の銅像である。本馬は写真にあるように愛
10000ギニー、イギリスのコロネーションステー
クス、フランスのムーラン・ド・ロンシャン賞、そし
てアメリカのブリーダーズカップマイルと4ヵ国
のマイルG1を勝ち、1995年の欧州年度代表馬と
なった牝馬である。カラで開業しているジョン・
オックス（John Oxx）調教師が管理していた。また、
競馬場内にはニジンスキー（Nijinsky）の銅像が
あった（図10）。本馬は1969年にカラ競馬場でデ
ビューした、1970年のイギリスクラシック3冠馬

である。アイルランドの伝説的な調教師である、
ヴィンセント・オブライエン（Vincent O'Brien）調
教師が管理していた。
　図11はスタンドから見たカラ競馬場で、ご覧い
ただくとわかるように草原が一面に広がってい
る。筆者は2016年の2000ギニーおよび1000ギ
ニーを観戦したが、クラシックレース開催にも関
わらずカラ競馬場はのどかな雰囲気で、レパーズ
タウン競馬場と比べて子供が多いという印象を
持った。もちろん着飾った女性も多くいたが、それ
以上に子供たちが芝生で寝転がり、または音楽に
合わせて踊ったり、はしゃいだりしている光景が
印象に残った。これはアイルランド人の穏やかな
性格と、ダブリンから少し離れた馬産地キルデア
の競馬場ということが関係しているのかもしれな
い。

6章　おわりに
　今回馬インフルエンザ研究で世界的に有名な研
究機関であるIECで研修できたことは、筆者にとっ
て非常に貴重な経験となった。IECは大学などの研
究機関と異なり、アイルランド中から送付される
検体の検査を中心に行い、その中から野外への応
用を目的とした研究が実施されていた。そのため
IECの研究および検査に対する考え方は、我々の今
後の研究の参考とすべきであると感じた。また本
研修を通じて、馬ウイルス感染症研究で世界的に
活躍している研究者と情報交換および交流するこ
とができた。この機会を今後の国際的な研究交流
のきっかけとしたい。また上記の経験を含め、本研
修において得ることができた様々な貴重な経験を
最大限に活用し、今後の研究および検査業務に取
り組んでいきたい。

図9　カラ競馬場入口にあるリッジウッドパールの銅像

図11　2016 年の2000 ギニー開催時にスタンドから
　　    見たカラ競馬場

図10　カラ競馬場内にあるニジンスキーの銅像
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宮崎育成牧場における育成研究業務60周年記念座談会

日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

進行役の宮崎育成牧場　草野場長

競走馬理化学研究所　益満理事長（元JRA 理事）
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

馬事部　山野辺部長

馬事部生産育成対策室　内藤調査役

馬事部生産育成対策室　石丸上席調査役
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

日高育成牧場　秋山業務課長

宮崎育成牧場　頃末業務課長

タムロチェリー号（平成13 年阪神JF 優勝）
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

座談会の様子
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

一般向け育成馬見学会での展示
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

育成馬を知ろう会でのホテルでの懇親会
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

宮崎大学の獣医学科5 年生の実習
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

作業準備に取り掛かる防護服を着た援助者
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日　時：平成28年6月22日（水）15：30 ～ 18：00
場　所：JRA六本木事務所第3会議室
出席者：益満宏行　 （公財）競走馬理化学研究所理
事長（元JRA理事） 
山野辺啓　　馬事部長
石丸睦樹　　馬事部生産育成対策室上席調査役
内藤裕司　　馬事部生産育成対策室調査役
秋山健太郎　日高育成牧場業務課長
頃末憲治　　宮崎育成牧場業務課長
進行：草野広実　　宮崎育成牧場場長

【挨拶・自己紹介】
草野：本日はお忙しい中、お集まりいただきありが
とうございます。宮崎育成牧場での育成研究業務
は、昭和31年（1956年）のアラブ8頭の育成から開
始して以来、本年で60周年という節目を迎えま
す。今回の座談会では、育成研究業務を直接担当さ
れた業務課長経験者であり、現在も馬事部門に勤
務されている皆様を中心に、宮崎ならではの取組
みについてご意見を伺い、今後の発展に役立てた
いという趣旨で企画させていただきました。それ
では、皆様の宮崎育成牧場での勤務歴や当時のト
ピックをお聞かせください。

益満：私は栗東トレセン診療所から3年間の函館
競馬場勤務を経て、平成7年から2年間、業務課長
として勤務しました。函館競馬場勤務時代にアラ
ブの育成に携わった経験があるとはいえ、十分な
育成業務経験を持ち合わせていなかったため、赴
任当初は緊張とともに育成業務を一から学ばなけ
ればという気持ちで一杯であったと記憶していま
す。時を同じくして、アラブ競走が終了したため、
当時の馬事部長からは「配付目的がなく繫養して
いたアラブで自由に勉強しなさい」とのお言葉を
いただき、不安が解消したことが印象に残ってい
ます。当時は現在のような「JRAブリーズアップ
セール（以下BUセールという）」での売却ではな
く、抽選による配付でしたが、私の赴任1年目から
それまでの速歩のみの供覧から馬場での駈歩によ
る騎乗供覧へと変更され、さらに選択指名制度が
導入された転換期となりました。

山野辺：私は平成4年に宇都宮育成牧場で育成業
務のスタートを切り、平成7年から2年間の英国で
の研修を挟み、平成9年から益満課長の後任とし
て4年間勤務しました。平成7年からの抽選馬の駈
歩での騎乗供覧および選択指名制度の導入によっ
て、日高および宮崎両育成牧場が切磋琢磨するよ

うになったため、宮崎の特色を表現することを心
がけました。当時、日高育成牧場には現在のような
屋内坂路馬場がない状況であったため、冬期の本
格的な調教は難しかったのではと思います。一方、
宮崎育成牧場では温暖な気候を生かして、冬期に
十分な乗り込みが可能でしたので、その点をア
ピールしたいと考えました。

石丸：私は平成10年に宮崎育成牧場の係長として
当時の山野辺課長の下で育成業務のスタートを切
りました。平成12年に日高育成牧場に異動し、平
成14年から1年間の英国での研修を挟み、平成17
年から山野辺課長の後任であった小玉課長の後を
引き継ぎ3年間勤務しました。私が赴任した年に
抽選馬制度から現在のセリ方式による売却となる
BUセールに変更され、まさに節目の年となりまし
た。前任の勤務地であった日高育成牧場の馬にも
携わっていたため、私にとって第1回BUセールは
非常に思い入れの大きいセールとなりました。ま
た、平成19年には宮崎競馬100周年行事が行われ、
担当者として携われたことが印象に残っていま
す。

内藤：私は入会以来16年間診療所中心に勤務した
後、平成22年から石丸課長の後任であった吉田課
長の後を引き継ぎ3年間勤務しました。宮崎大学
出身であったため、転勤自体は喜ばしいものでし
たが、育成業務は初めてとなったため、不安と緊張
で一杯であったと記憶しています。そのため、同時
に異動してきた育成業務経験者の秋山係長と現場
のスタッフに支えられたという思いがあります。
また、宮崎県内での口蹄疫の発生、繋養乗馬の馬伝
染性貧血の発生、東日本大震災後のBUセールの開
催問題、新燃岳の噴火、さらには「中央競馬事業改
革」による宮崎育成業務の縮小議論などの懸案事
項が多かった記憶が残っています。その他には、南
九州の馬生産関係者、特に宮崎ステーブルの仁田
脇彰氏と関わりを持てたことも思い出として残っ
ています。

秋山：私は入会4年後の平成14年に日高育成牧場
で育成業務のスタートを切り、6年間の勤務の後、
2年間の本部生産育成対策室勤務を経て、平成22
年に係長として当時の内藤課長の下で宮崎育成牧
場に赴任しました。2年後には専門役として、その
翌年には内藤課長の後任として育成業務にあたり
ました。赴任直後は、育成経験のない内藤課長を上
手くサポートしなければという責任を感じていた
のを覚えています。また、九州産馬の頭数減少が問
題となり、それを解決するためには、まず九州地区
の牧場の現状を把握しなければならないと考え、
九州地区（宮崎、鹿児島、熊本）の牧場調査を実施し
たことが印象に残っています。

頃末：私は平成17年に日高育成牧場の係長として
育成業務のスタートを切り、平成19年から2年間
の愛国での研修を挟み、平成26年から秋山課長の
後任として勤務しています。最近のトピックとし
ては、宮崎県では日曜日に民放地上波テレビでの
競馬中継が放映されておらず、競馬の認知度が低
い現状でしたが、これを打開するために平成28年
から日曜日のメイン競走の時間帯のラジオ中継が
開始されているということが挙げられます。これ
に伴って、マスコミが宮崎育成牧場を取り上げる
機会が増加しているということは特筆すべき点で
あるように感じています。

【育成業務について】
草野：宮崎育成牧場の根幹をなしている育成業務
について、当時心掛けていたことなどをお聞かせ
ください。
益満：育成業務で心掛けたことは、第一に人馬の安
全、続いて馬のメンタルヘルスケアでした。具体的
には、海外で研修された高橋力さんの言葉である

「always keep a horse fresh and happy」を基本の

考え方として、職員にも共通認識として意識して
もらいました。現場の実務に関しては、調教は若松
職員に、そして作業は小川職員がまとめてくれて
おり、私はこの2人に方針を伝えるだけで良かっ
たので、非常に感謝しています。当時の育成牧場の
格付けは、伝統のある宇都宮、それに続く馬産地の
日高、少しレベルの落ちる宮崎という順序であっ
たため、気分的には多少は楽に取り組めました。一
方、抽選馬配付が駈歩による騎乗供覧後の選択指
名制度になったため、宇都宮や日高に負けないパ
フォーマンスを見せることを目的として、職員一
丸で取り組みました。その結果、東西の一巡目指名
をいただいたことは、職員の自信につながったと
記憶しております。今、思い起こすと、この騎乗供
覧の導入が現在のBUセールへのプロローグで
あったと感じています。
山野辺：そのとおりだと思います。騎乗供覧の導入
は、我が国のトレーニングセールの先駆けでした。
また、調教負荷が大きくなったため、育成牧場での
装蹄が不可欠となり、牡馬については個別パドッ
ク管理となったのもこの時期からです。さらに、こ
の前後に米国のバレッツやOBSのトレーニング
セール出身馬が中央競馬で好走しており、同じ南
国である宮崎育成牧場での調教方法が注目され、
東京農工大学の田谷教授に協力していただき、「温
暖地における二元育成に関する研究」に取り組み
ました。トラック馬場の特性を生かしたインター
バルトレーニング、闊達な常歩を要求する騎乗時
のバイタルウォークおよびウォーキングマシンに
よる常歩運動を取り入れたのもこの時期からで
す。これらの成果が、平成13年阪神JFに優勝した
タムロチェリー号を筆頭に、重賞勝ち馬となった

キングデール号やイシヤクマッハ号の輩出につな
がり、南国宮崎の地の利を生かしながら、日高に追
い付くことができたものと感じています。
石丸：BUセールが開始され、調教供覧でのスピー
ドがさらに要求される時代となり、引き続きイン
ターバルトレーニング中心でしたが、日高育成牧
場での経験や海外研修で得た知見を取り入れ、
ベースのスピードを上げる調教を行いました。そ
の頃には、日高育成牧場では屋内坂路馬場での調
教が行われており、冬期間の調教不足が解消され
ていました。しかし、現在実施している育成馬への
ライトコントロールは行われていなかったため、
セール時の毛艶などを考えると、冬に日照時間が
比較的長い宮崎では、日高より良い馬を作れると
いう自負が当時はありました。このようにBUセー
ル開始当初は、育成馬を高く売却するという目標
を掲げて、第2回BUセールでは史上最高の10億円
を超える売り上げを記録しました。しかし、第3
回、第4回BUセールでは多頭数購買制限などの影
響も受け、売り上げが大幅にダウンして対策に追
われました。一方、これらの経験のおかげで、現在
の「信頼」を第一とするBUセールの形ができあ
がったと感じています。
内藤：BUセールも軌道に乗り、システマティック
になっていたため、これまでの方針に従って調教
を行いました。宮崎育成牧場での勤務前には、トレ
セン診療所を中心に勤務していたため、1頭の馬
に関わる経験はかけがえのないものとなりまし
た。診療所の後輩獣医師には、是非経験していただ
きたいと思っています。
秋山：宮崎育成牧場で課長になる以前の3年間の
方針を踏襲しつつ、日高育成牧場での経験を生か
したいと考えて調教メニューを作りました。イン
ターバルトレーニングを強化していくとともに、
単調に陥りやすいトラック馬場での調教にどのよ
うにして緊張感を持たせられるかということを考
え、騎乗者の乗り替わりを頻繁に実施しました。ま
た、クーリングダウンを様々な場所で行って、馬の
メンタル面の強化も試みました。これにより、人馬
ともに緊張感を持つようになるとともに、誰でも
乗れる育成馬という部分にも貢献したと感じてい
ます。

頃末：私も石丸さんと同様に海外研修で得た知見
を調教に取り入れようと取り組んでいます。特に
初期馴致のドライビングに力を注ぎました。ドラ
イビングで馬をコントロールする意識を持ちすぎ
ることなく、馬のバランスで運動することを習得
させるように心掛けています。騎乗に移行しても、
ハミに頼らない馬自身のバランスでの動きを意識
して調教を行っています。

山野辺：現在の育成調教は、ほとんどが北海道で坂
路中心の調教となっています。このような現状の
なかで、宮崎育成牧場のトラック馬場の特性を生
かした調教法というものについて、皆様のご意見
を伺いたいと思います。
石丸：故障のリスクおよびメンタル面を考慮する
と、やはりインターバルトレーニングが適してい
ると考えられるでしょう。坂路馬場では、坂路を上
り終えてから下るまでの間隔を調整することは困
難ですが、トラック馬場では、1本目と2本目の駈
歩の間隔を自在に調整することが可能となりま
す。例えば、1本目を終えた後に、常歩に落とさず
に速歩を維持したまま、2本目の駈歩を再開する
と、心拍数が下がらないため、より強い負荷をかけ
られると考えられます。過去に日高育成牧場でも
同様のインターバルトレーニングによって、ジョ
ウテンブレーヴ号やホットシークレット号などを
輩出しています。
頃末：インターバルトレーニングの間隔について
は、従来は1本目と2本目の手前を変えていたので
すが、現在は同じ手前で間隔を短くして対応して
います。これによって負荷が強くなったことは、調
教後の乳酸値測定で明らかとなりました。

山野辺：強い負荷をかけるためには、1本目のス
ピードをより速くするという方法もあるのではと
考えられます。
頃末：現在はトラック馬場の特性を生かすために、
3000mの距離を一定の速度（20～18秒／ハロン）
で走行する調教を取り入れています。この調教を
取り入れたことによって心肺機能の指標となる
V200値は上昇しているように感じています。
石丸：長距離調教は故障の原因にもつながる恐れ
があるのではないでしょうか？
頃末：ご指摘のとおり、長距離調教によって屈腱近
位部に腫脹を認める症例が散見されるようになっ
ていますので、注意して馬体管理を行っています。
山野辺：長距離を一定の速度で走行する調教方法
は、基礎体力の養成には適していますが、さらに心
肺機能を鍛えるには、スピード調教が不可欠では
ないかと思います。
頃末：V200値は基礎体力の指標という側面の方が
大きいと考えられますので、今後は2月中旬以降
にベースの速度を上げるインターバルトレーニン
グを試してみたいと思います。
山野辺：宮崎育成牧場に坂路馬場を建設すること
は現実的には不可能ですので、将来的にはトレッ
ドミルを活用して、人工的なアップヒルトレーニ
ングについて検討してみてはいかがでしょうか。

【育成馬展示会および一般向け育成馬見学会につ
いて】
草野：現在は4月の馬主および調教師向けの「育成
馬展示会」の他に、「馬のいるWINS」というスロー
ガンに沿う形で、一般のお客様向けに10月および
3月に「育成馬見学会」を、2月に「育成馬調教見学
会」を開催しています。特に3月の育成馬見学会で
は、来場されたお客様に気に入った育成馬を選ん
でいただき、その馬が中央競馬で優勝するとゴー
ル前の写真パネルを贈呈して、馬主気分を味わっ
ていただく「ドリームサポーターズクラブ」という
イベントを開催しています。このイベントについ
てのお話を伺いたいと思います。
益満：アラブの育成を行っていた時には、購買した
馬の九州地区の生産者がご家族を連れて展示会に
来場されていました。アラブの育成が終了すると

同時に、展示会の来場者が減少したため、事前登録
制で一般のお客様の展示会への来場を募ったのが
始まりだと思われます。新聞の広告には「馬の卒業
式」という見出しを使用したように記憶していま
す。
山野辺：その後、しばらくは育成馬展示会を一般の
お客様に開放していましたが、BUセールに移行
後、調教師の来場が増加したので、危険防止のため
一般のお客様と分ける必要が生じたのではないで
しょうか？
秋山：その通りです。WINSへの来場促進も兼ねて、
平成24年に育成馬展示会と一般のお客様向けの
育成馬見学会を分けて開催するようにしました。

草野：本年の3月の育成馬見学会には、新聞やラジ
オなどのマスコミによる広報活動を積極的に実施
したことが功を奏し、119名ものお客様に来場い
ただきました。そして、ドリームサポーターズクラ
ブには87名もの会員登録をいただいており、業務
課スタッフにも励みになっていると思います。ま
た、見学会に先立って馬に関する講義などを実施
しています。これにより、一般のお客様に育成業務
のみならず、中央競馬の理解を深めていただく良
い機会となっています。これも業務課の皆様方の
努力のお陰であると感じています。

【育成馬を知ろう会について】
草野：育成馬の展示イベントとしては、新規馬主を
対象とした「育成馬を知ろう会」もありますので、
これについてのお話を伺いたいと思います。育成
馬を知ろう会は「新規限定馬主セッション」と同時
に開始したと思うのですが、そもそもBUセールの

新規馬主限定セッションはどのような経緯で開始
されたのでしょうか？
山野辺：BUセール開始当初は、民間市場セリにお
ける売却率が30～40%と低調な時代であり、BU
セールは市場振興に寄与することも目的のひとつ
でした。そこで、さらなる市場振興を図るため、BU
セールをセリの入門編と位置付け、抽選馬制度の
時代に好評であった「新規馬主限定枠」をBUセー
ルにおいても導入するに至りました。これによっ
て新規馬主の方がセリに参加しやすくなり、馬を
自分で選ぶ楽しさを味わっていただけるように
なったと思っています。
石丸：第2回BUセールの売上が10億円を超え、現
在までのレコードとなっていますが、第4回BU
セールでは史上最低の売上となってしまいまし
た。この背景には、多頭数購買の制限などの問題が
ありました。これらを解消するために、上場頭数を
増加させる必要が生じ、第5回から「調教進度遅
れ」の上場を開始しました。一方、多頭数購買制限
を撤廃したことに対して、新規馬主が購買しやす
いようにという趣旨で第8回から新規馬主限定
セッションを開始したという側面もあります。
草野：つまり新規馬主限定セッションを開始する
際に、勉強をしていただく機会を設けるという趣
旨で育成馬を知ろう会を開始したということにな
りますね。
益満：私が担当理事であった時に、資源委員の方々
からご意見を頂いて新規馬主限定セッションを開
始いたしました。初年度はJRAホームブレッドの
みが対象となっていたように記憶しています。
山野辺：その通りです。新規馬主限定セッションの
対象馬を選定するに当たり、台付価格が高額にな
らないということで、JRAホームブレッドを対象
とし、頭数が不足する場合はJRA育成馬から補充
することにしました。
草野：平成28年から育成馬展示会との合同開催と
なったためか、馬主より調教師の人数が多いとい
う結果となりましたが、来年以降、馬主の参加を増
加させる方法についてご意見いただけないでしょ
うか？
内藤：新規馬主への周知の機会を増加させるとと
もに、過去に参加された方をリピーターとして参

加していただくことも、馬主の参加人数を増加さ
せるために重要ではないかと考えています。
草野：平成28年もリピーターの方が多数いました
が、この要因についてのご意見を伺いたいと思い
ます。
内藤：平成24年の第1回目は時間の制限もあって、
育成馬全頭の展示は行わず、ピックアップ馬のみ
を展示しました。しかし、参加者は全頭展示を希望
していることが分かり、要求に応じる形で全頭展
示にしたことが、リピーターが増えている要因だ
と思われます。
山野辺：初年度は育成馬を見ていただくというよ
りは、セリでの「馬の見方」をスライドでの講義だ
けではなく、実馬を用いて説明したいという趣旨
で、立地条件の良い宮崎育成牧場での開催となり
ました。そのため、特徴のある馬のみをピックアッ
プして説明用に展示しました。その後、参加者の要
望に応じて、全頭展示のスタイルとなりました。平
成28年は育成馬展示会との合同開催となりまし
たが、初日の夕方のホテルでの懇親会で新規馬主
の方と調教師の方とがタイアップでき、翌日の展
示会で一緒に馬を見るという理想的なスタイルに
なったと感じています。
益満：現在は懇親会をホテルで開催しているとは
驚きですね。私が担当理事として参加した第1回
は、職員食堂で手作りのおでんを囲んでの懇親会
であり、2次会は調教師が馬主を連れて街に繰り
出していたように記憶しています。このように初
年度は手作り感が満載でしたが、回を重ねるごと
に進化していくものなのですね。「継続は力なり」
ということでしょう。

【宮崎大学および鹿児島大学との共同研究につい
て】
草野：宮崎育成牧場では、近隣の宮崎大学および鹿
児島大学と共同研究を実施していますが、平成24
年以降に研究件数が増加している理由は何でしょ
うか？
内藤：その時期に、鹿児島大学に元JRA職員の帆保
教授が就任されたことが要因だと思われます。鹿
児島大学の獣医学科学生の実習を開始したのもこ
のタイミングであったものと思われます。
草野：共同研究の成果は、どのような形で発表され
ているのでしょうか？
頃末：研究成果の多くは、日本獣医学会などで口頭
発表し、その内容を米国獣医師会が発刊している

「AJVR」、国内の「日本獣医学会誌」や「日本ウマ科
学会誌」に投稿し掲載されています。
益満：帆保教授の例からも、組織と組織のつながり
というより、きっかけはやはり個人と個人とのつ
ながりが重要ということになるのでしょう。
草野：日高育成牧場でも近隣の大学との共同研究
を行っていますか？それもやはり個人と個人のつ
ながりから開始されているのでしょうか？
秋山：日高育成牧場では、帯広畜産大学との共同研
究が多く行われています。最初の経緯の詳細につ
いては存じておりませんが、帯広畜産大学の卒業
生が窓口となって、共同研究を行っています。ま
た、帯広畜産大学に元JRA職員の南保教授が就任
されたことも、連絡を取りやすくなっている要因
のひとつだと思われます。
草野：平成28年3月には鹿児島大学獣医学科の学
生が5日間にわたって実習し、また、6月には宮崎

大学獣医学科の5年生が内科実習として宮崎育成
牧場で学んでいます。
内藤：宮崎大学の獣医学科学生の実習を開始した
のは、私が宮崎大学出身であったことがきっかけ
となりました。
山野辺：本年度のJRA獣医職採用試験において、宮
崎と鹿児島大学の獣医学生が受験しているという
ことを鑑みても、このような共同研究や学生実習
は、馬に触れる機会の少ない学生にとっては進路
を選択するうえで、良い機会となっているものと
想像されます。

【口蹄疫発生時の対応について】
草野：平成22年の口蹄疫発生からすでに6年経過
しておりますが、いまだに宮崎県庁へ挨拶に伺う
際に、当時のJRAの協力に対して感謝の意を表さ
れることがあります。大学の獣医学教育では、教科
書的に口蹄疫という病気については教わるので
しょうが、実際の発生時の対応などについては教
わっているのでしょうか？
内藤：ご指摘のとおりです。口蹄疫発生時の対応に
ついてのノウハウを学ぶことは、困難であると思
われます。実際に口蹄疫を目の当たりにしての感
想ですが、日々状況が変化するため、マニュアルに
沿っての対応というより、非常事態時の危機管理
意識を持って対応することが最も重要であること
を学びました。実際に現場で指揮を執った秋山課
長のお話を聞く方が参考になると思います。
秋山：JRAの獣医師にとって、牛の臨床経験という
ものは皆無であったため、最初だけ処置方法の指
示を受けましたが、JRA獣医師は牛よりも取扱い
が困難な馬を取り扱っているというアドバンテー
ジがあるため、他の獣医師とは比較にならないく
らい迅速に現場のニーズに対応することができま
した。そのため、現場では常にリーダーシップを発
揮して、JRA入会1年目の者ですら他の獣医師に指
示していたのを覚えています。その時には、JRA獣
医師の組織力の強さというものを感じずにはいら
れませんでした。
草野：今のお話から察すると、全国の獣医衛生の担
当者は、口蹄疫発生時のJRA獣医師の貢献度とい
うものを理解しており、今後も万が一、口蹄疫が日

本で発生した際には、JRAへの協力要請があるよ
うに思われますが、いかがでしょうか？
内藤：大動物を扱うことができて、組織的にある程
度の人員を迅速に派遣できるのは、JRAしかない
ように思われます。
秋山：口蹄疫は偶蹄目の感染症であるため、馬には
感染しないことからも、JRA獣医師が援助者とし
て最適であったと思われます。

内藤：口蹄疫に関連するお話を少しさせていただ
きますと、宮崎県の宝と称されていた種牛を宮崎
育成牧場内に避難させることはできないかという
打診があり、育成馬の入厩との調整などの対応に
追われた思い出があります。結果的には、当初の予
想以上に口蹄疫の発生が広範囲に及んだため、避
難することはありませんでしたが、それほど緊迫
した状況であったのを覚えています。
益満：余談ですが、当時は石灰が高騰し品薄にな
り、運動会の白線ラインが引けなくなるという事
態が起きたほど、日本中の石灰が宮崎県に集めら
れたというエピソードが残っています。このエピ
ソードは、それほど非常事態であったということ
を物語っています。
草野：約29万頭の牛や豚が処分されたと資料で読
みました。非常に大変なことでしたね。

【WINS宮崎の開設および運営について】
草野：WINS宮崎の開設と育成業務との調和に関す
るお話についてお聞かせください。
益満：私の頃からWINS宮崎開設の話が挙がり、開
設に向けて理事長が来場して、県知事と面談する
などしていました。当時は庶務課長（現在の総務課

長）のポストがなく、実質的に庶務課長の業務は業
務課長が行っていたため、理事長の随行など多忙
を理由に、庶務課長を置いてもらうように人事部
に要請した経緯があります。
山野辺：その後、平成12年に南九州初のARS方式電
話投票所として、現在のWINSの場所にインフォ
メーションコーナーが開設されています。
石丸：私の時代に、場長および総務課長が中心と
なって周辺住民の方への説明にあたり、WINS宮崎
の開設が決定しました。それまでは、毎年、宮崎育
成牧場のあり方について議論されていたため、開
設の決定によって、職員一同で前向きに取り組む
雰囲気に満ちあふれたのを記憶しています。これ
を機に、育成厩舎の名称を「Big Dream Stables」に
改称し、騎乗時のクォーターシーツや肢巻のカ
ラーを統一したことが印象に残っています。
内藤：私の1年目にWINS宮崎が開設され、WINS担
当の専門役が増員されるなど、それまでの業務課
中心の体制から変革が求められ、調整に苦労した
記憶があります。具体的には、土曜日の調教中の
WINSに来場されるお客様の駐車場の運営につい
て、現在の形を作り上げたことなどです。
秋山： WINS宮崎の運営も軌道に乗り、「馬のいる
WINS」としての魅力をお客様にどのように伝える
かを考え、現在も行っているWINS内の出走予定育
成馬の掲示を開始し、育成馬を応援してもらうた
めの施策を講じました。
草野：現在のWINS宮崎の状況ですが、皆様のご尽
力を持ちまして、円滑・順調に運営できておりま
す。売上額は全国のWINSのなかで最も低いものと
なっていますが、それだけにローコストでの運営
が可能であり、経営効率の良いWINSとなっていま
す。

【馬事普及業務について】
草野：「馬に親しむ日」や「宮崎育成牧場馬術大会」
などの馬事普及業務に関してお聞かせください。
益満：宮崎育成牧場は市街地に位置していること
から、周辺地域に対する環境対策や、周辺住民の方
に理解していただけるような働きかけを行って、
周辺地域との調和を重要視していました。例えば、
悪臭対策として、飼料に消臭サプリメントを添加

したりしていました。さらに、宮崎育成牧場を理解
していただけるように、当時は来場者数が500人
程度と小規模で行われていた「馬に親しむ日」につ
いて新聞社への広告依頼を行うとともに、開催日
を集客が見込める8月に変更しました。それらの
成果が約1500人ものお客様の来場につながった
と思っています。
山野辺：現在「馬に親しむ日」のジョッキーベイ
ビーズ九州地区代表決定戦として行われているポ
ニー競馬を開始したのは、私の時代でした。ポニー
競馬を開始したのは、霧島競馬が行われなくなり、
さらに綾競馬も縮小傾向にあったことに起因して
います。また、当時は宮崎育成牧場を「第2の馬事
公苑」にして、その中で馬券を発売するという構想
があり、それに合わせてミニチュアポニーと馬車
馬を繋養して、お客様に喜んでもらえるようにな
りました。これらの活動が、結果的にインフォメー
ションセンターからWINS宮崎の開設につながっ
たものと思います。
石丸：先ほども触れましたが、私の時代にWINS宮
崎の開設が決定しました。周辺住民に「馬のいる
WINS」をアピールするために、宮崎競馬100周年
を記念して「馬に親しむ日」にサラブレッドによる
草競馬を開催したのが、宮崎育成牧場における草
競馬の始まりとなっています。
草野：平成27年8月の「馬に親しむ日」は、4,000人
超の来場者となっています。ポニー競馬には、宮崎
市内の有力企業に協賛もいただいております。
益満：話は少しそれますが、当時、普及業務は高校
生の馬術部の部活動としてのみ行われていました

が、平成8年にようやくスポーツ少年団が結団さ
れました。スポーツ少年団の結団は、子供への乗馬
普及を通して周辺住民の方への理解を図るという
目的もありました。
草野：名古屋競馬で活躍している女性騎手の木之
前葵さんは、宮崎育成牧場の少年団出身です。
頃末：現在は競馬学校が企画している騎手課程入
学を目標とする少年団所属の中学生に対して、土
日だけではなく、平日の放課後にも乗馬指導を実
施する「Jドリーマーズ」という活動も行っており、
2名が参加しています。
益満：宮崎育成牧場と関係のある騎手ということ
では、JRAの四位騎手もそのひとりにあたります。
現在の宮崎育成牧場馬術大会は、以前は1月に新
春馬術大会として開催していました。この大会は
南九州地区最大の馬術大会として、多くの方に参
加いただいておりました。鹿児島の牧園出身の四
位騎手は、少年時代に新春馬術大会に参加して、優
秀な成績を収めていたと聞いています。
草野：鹿児島県南九州市の川辺森林馬事公苑は、平
成28年春から指定管理者の応募がなく、閉鎖の方
向という情報があります。現在、宮崎で行われてい
る草競馬およびポニー競馬は、「綾競馬」と当場の

「馬に親しむ日」のみとなっています。
益満：今後も宮崎育成牧場が宮崎のみならず、南九
州の馬に関わる拠点となり続けることを願ってい
ます。
草野：本日は有意義なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございました。皆様のご意見は、今後の宮
崎育成牧場の発展に役立てたいと思います。

「馬に親しむ日」にもゲスト参加した名古屋競馬の木
之前葵騎手（右）は宮崎少年団出身

座談会の参加者（左から）頃末、石丸、山野辺、益満、草
野、内藤、秋山（敬称略）
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衛 生 情 報

エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2016年3号の紹介）

時事解説
　「自然は壊れない、歪むだけだ。 」これは、最近テ
レビドラマで聞いた台詞である。ドラマは、忘れ去
られた病原体の遺伝子変異により起こった人類滅
亡の危機となる流行と戦う感染症医の話である。
病理学者でありかつて微生物学者だった私にとっ
て、微生物の絶え間ない進化に対するこの台詞は、
比較的単純な微生物が、生き残り増殖するために、
どのように迅速かつ継続的に環境に適応している
のかということを、いま一度深く考えさせた。不運
にも、少なくとも宿主にとってはであるが、宿主と
環境と微生物との複雑なバランスが乱れると、感
染症という結果に至る。
　このテーマは、2016年4月にアルゼンチンのブ
エノスアイレスで行われた第10回国際馬感染症
会議に世界中から馬感染症専門家が集まった際に
実証された。4年毎に開催される本会議は、馬臨床
医に優れた継続教育を提供し、最近の発展や進歩
を共有するために馬感染症研究者が集う。5日間
の会議では、ウマの感染症に関する現在継続して
いる問題やこれまでの問題、新しく認識された疾
患や新興疾患、重要な再興感染症を取り上げた。バ
イオセキュリティー、診断法、使役馬の疾患、新興
および再興疾患、消化器疾患、ウマの国際間移動、
神経系疾患、寄生虫病、繁殖系疾患、呼吸器疾患、他
器官の感染症から成る11部門で、それぞれ演題が
取り上げられた。
　私は全てのプレゼンテーションを満喫したが、
なかでも特に新興疾患と再興疾患に関する講演に
興味をひかれた。取り上げられた新興ウイルスは、
馬の腸管コロナウイルス（壊死性腸炎の潜在的な
原因）、タイラー病関連ウイルス（血清病とも呼ば
れる本病の原因であろうと新たに同定された）、そ
の他の肝炎の原因となりうるウイルス（ウマヘパ
シウイルスおよびウマペギウイルス）、アルゼンチ

ンで認められたブニヤムウェラウイルス（神経疾
患やあるいは流産の原因）、ヘンドラウイルス（主
に呼吸器と神経系を侵す急性致死性の人獣共通感
染症）などであった。他の興味深く注目すべき病態
として、駆虫剤耐性（寄生虫の薬剤耐性）、ウマの多
発性神経障害における微生物の潜在的な役割、
Streptococcus zooepidemicusに起因する腺疫様疾
患などがあった。また、フランスにおけるウエスト
ナイルウイルス（神経疾患の原因）やアルゼンチン
におけるSalmonella Abortusequi（流産や敗血症の
原因）の再出現についても取り上げられた。これら
の疾患の多くは、ある特定地域においてのみ出現、
あるいは再出現しているが、競技馬や繁殖馬の国
際間の輸送頻度が増加していることから国際的に
留意しなければならない。
　私達は、自然を破壊することはなく、臨床医や感
染症研究者が絶え間なく自然に挑み、感染症の発
生時に迅速に検出、監視、診断、処置し、さらには拡
大防止や制御をするための新たな方法を開発する
であろうことに安心してよい。

連絡先：
Alan T. Loynachan, DVM, PhD, DACVP 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2016年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　コロラド州で2月に発生した3件の水胞性口炎

が、2015年に米国で発生した本疾患の最終となっ
た。アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、ニュー
メキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州
およびワイオミング州の8州で発生し、なかでも
最も発生件数が多かったのはコロラド州であっ
た。823件の発生が報告され、このうち329件で
ニュージャージー血清型ウイルスが陽性と診断さ
れ、494件はウイルス学的には確定診断されてい
ないものの臨床症状に基づいて診断された。
　イギリスおよび米国でインフルエンザの発生が
報告された。米国では、本疾患は風土病と考えられ
ている。カリフォルニア州およびフロリダ州にお
いて発生が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型(EHV-1, -4)
に関連する疾患の発生がアルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、南
アフリカ、イギリスならびに米国で報告された。 
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（2件）、ドイ
ツ（11施設で12例）、南アフリカ（馬ピロプラズマ
病を併発している2例）およびイギリス（1例）で確
認された。EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン

（ワクチン接種済の1例）、オーストラリア（1例）、
フランス（4例）、ドイツ（3例）、アイルランド（9州
で13例）、日本（19施設でワクチン接種済のサラブ
レッド種牝馬51例）、イギリス（14例）および米国

（3例）で報告された。さらにEHV-1による劇症型の
新生子馬の単発症例がイギリスで診断された。
EHV-1による脊髄脳症が、フランス（7歳牝馬1頭
で、呼吸器感染の症状も認められた）および米国

（複数の施設で8件）で報告された。感染が確認さ
れた州は、アリゾナ州（1件）、カリフォルニア州（2
件）、フロリダ州（1件）、ジョージア州（1件）、イリ
ノイ州（1件）、ニューメキシコ州（2件）、ペンシル
ベニア州（1件）であった。
　フランス、ドイツおよび米国では、EHV-4による
呼吸器疾患の発生が確認された。フランスでは12
件の発生が報告され、そのほとんどは単発症例で
あった。米国では、EHV-4による呼吸器疾患が主に
離乳した子馬に認められ、少数のEHV-2および
EHV-5感染が報告された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール、
スイスおよび米国において、腺疫の発生が報告さ

れた。フランスでは13件が発生し、そのほとんど
が単発症例であった。ドイツでは1件、アイルラン
ドでは11件、シンガポールでは1件、スイスでは1
件発生した。米国において本疾患は風土病とされ
ており、14州で42件の発生が確認され、そのうち8
州においては多数の発生が報告された。
　ドイツでは、2施設のそれぞれ1頭の種牡馬で馬
動脈炎ウイルス感染症が確認された。
　馬伝染性貧血の発生がカナダおよび米国で報告
された。カナダでは、サスカチュワン州にある2牧
場において単発症例が診断された。米国ニュー
ヨーク州では、1施設において10頭のウマのうち5
頭に感染が確認された。
　フランスでは、風土病であるウマピロプラズマ
病の発生が報告された。スイスでは、Babes ia  
caballiとTheileria equiの混合感染が認められた単
発症例が発生した。米国ニューメキシコ州では、1
頭のクォーターホースにT. equi感染が確認され
た。
　ドイツでは、4頭の種牡馬と1頭の牝馬に
Taylorella equigenitalis感染が確認された。
　米国ケンタッキー州で馬ヘルペスウイルス3型
の感染が1例診断された。
　米国では、11例のLeptospira  pomona var  
kennewickiによる流産および数例のAmycolatopsis 
spp. あるいはCrossiella spp.に関連したノカルジ
ア型胎盤炎の発生が報告された。
　ドイツ（1例）および米国（Salmonella B群 に関連
した6例と型別不明なSalmonella spp. 6例）でサル
モネラ症の発生が認められた。ドイツでは、1頭の
子馬におけるロタウイルス感染症が報告された。
米国ケンタッキー州では、子馬のLawson i a  
intracellularis 感染症が3例確認された。米国では、
数件の子馬におけるClostridium perfringens 毒素
型A型菌によるクロストリジウム性腸炎の発生も
報告された。
　米国フロリダ州とサウスカロライナ州のウマそ
れぞれ1頭に狂犬病が確認された。
　米国ではロドコッカス関連疾患が風土病として
報告され、多数の発生が確認された。

＊オーストラリアは、2015年第4四半期報告書よ

り

ベクター媒介性疾患とそれらがもたらす新たな脅
威
　ベクター媒介性疾患は、それらが発生している
世界中の国や地域において、ヒトや家畜に対して
非常に重大な脅威となっている。 歴史的にそうし
た疾患の多くは、しばしば地理的に限局して分布
しているとされ、また他の大陸や半球の遠く離れ
た国においては、ヒトや動物に対して危険がない
と考えられていた。しかしながら、過去20年間に
多くの疾患の分布が変化し、人々から安心感を
徐々に奪ってきた。もはや我々は、ある特定の感染
症の病原体の未来の分布を、自信を持って予測す
ることはできない。このことを典型的に示す最近
の例は、ともにヒトの病原体であるチクングニア
ウイルスやジカウイルスの予期せぬ爆発的な流行
であり、これらは数十年前も前に発見されていた
アフリカを起源とするものである。このような問
題は、黄熱がアンゴラ、コンゴ共和国やウガンダか
らEU加盟国や、さらに遠く離れたアメリカやアジ
アの熱帯地域へも広がっている危険性によって
も、さらに注目されている。
　ヒトや動物の新興感染症のなかで最も重要な疾
患は、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイ
ルス、ジカウイルスなどのアルボウイルスによっ
て引き起こされる。それらは、一本鎖RNAウイルス
であり、複製周期毎に1000塩基あたり1塩基とい
う高い変異率を有する。アルボウイルスは、自然界
において媒介節足動物によって伝播される。アフ
リカ豚コレラウイルスを除いて、医学的あるいは
獣医学的に重要なアルボウイルスはすべて、ブニ
ヤウイルス科、フラビウイルス科、レオウイルス
科、トガウイルス科の4科に属している。それら
は、自然界において、ある特定のウイルスに感染す
る宿主（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類）とキャリ
アーとなってウイルスを他宿主へ伝播するベク
ター（蚊、ダニ、サシチョウバエ、ヌカカ）によって
形成される感染環によって維持される。
　最も重要なヒトのウイルス性疾患には、アルボ
ウイルスによって引き起こされるものがあり、そ
れらの多くはフラビウイルス科やトガウイルス科

に属する。これらには、黄熱、デング熱、日本脳炎
（JE）、ウエストナイル脳炎（WNE）、ジカウイルス
感染症、東部馬脳炎（EEE）や西部馬脳炎（WEE）、ベ
ネズエラ馬脳炎（VEE）、チクングニアウイルス感
染症などの重要な感染症がある。また、アルボウイ
ルスは多くの非常に重要なウマの疾患の原因とな
る。なかでも最も重要なものとしては、アフリカ馬
疫（レオウイルス科）、VEE、EEEやWEE（トガウイル
ス科）、JE、WNEやマレーバレー脳炎（フラビウイ
ルス科）などが挙げられる。以上のことから、上記
のウマの感染症の多くは人獣共通感染症の病原体
により引き起こされることがよくわかる。
　アルボウイルス感染症による健康への影響を評
価する際の大きな問題は、原因微生物がヒトや動
物に対する病原性が強い株へ変異する可能性であ
る。このような例としては、ヨーロッパでのウマに
強い病原性を持つウエストナイルウイルスの変異
株（系統2）の出現が挙げられる。ヒトのチクング
ニアウイルスや最近ではジカウイルスについて
も、同様の現象が認められてきた。ジカウイルスの
複数の株が強い神経親和性を獲得し、胎児の神経
系の異常の原因となり、またヒトに対してギラン
バレー症候群の発生率を増加させた証拠が次々と
あがっている。
　流行を起こしうる別のアルボウイルスが出現す
るという脅威に、将来直面する可能性は大いにあ
り得る。我々が現実になりつつあるそのような脅
威を上手く予防するためには、出現する可能性が
あるそれらのウイルスを認識し、またそれらの生
物学的特性や疫学を理解する必要がある。そして
そのためには、より効果的なベクターの制御方法、
積極的な監視、ウイルス診断能力を高めることが
必要とされる。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094 
Maxwell H.Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 

Mcr-1とその他の薬剤耐性遺伝子：ウマに対する
脅威は何か？
　最近ヒトや動物から分離された細菌において
mcr-1薬剤耐性遺伝子が確認されたことによって、
新興多剤耐性菌のまん延が懸念されている。多剤
耐性グラム陰性菌、特に腸内細菌科 (例：大腸菌、
KlebsiellaやEnterobacter)の多剤耐性菌は、新しい
ものではなく、多様な遺伝子による耐性が次々と
出現している。それにもかかわらず、mcr-1の出現
は問題である。なぜなら、それはいくつかの薬剤耐
性菌に起因する難治性の感染症の唯一の有効な選
択肢となり得る抗生剤であるコリスチンに対して
耐性をもたらすからである。mcr-1が、抗生剤の選
択 肢 が な い 感 染 症 、す な わ ち 汎 耐 性

（pan-resistant）感染症の時代の先駆けとなること
の懸念が浮き彫りになってきた。
　馬獣医学は、多剤耐性の腸内細菌科などの耐性
菌によってもたらされる問題から免れることはで
きない。近年、ウマにおける基質拡張型βラクター
ゼ（ESBL）を産生する腸内細菌科に関する様々な
報告がある。これらは、ペニシリン系ならびにほと
んどのセファロスポリン系に対して耐性があり、
また多くは他の様々な抗生剤に対しても耐性を獲
得しており、治療の選択肢を制限する。アミノグリ
コシド系（例：アミカシン）やカルバペネム系（例：
メロペネム）にのみ感受性を示すことが共通して
認められるパターンである。
　ESBL産生菌は、多くの国で、臨床的に健康なウ
マと感染症に罹患している馬の集団両者から分離
されている。
　カルバペネムはウマではほとんど使用されてい
ないが、ペニシリン系、セファロスポリン系やカル
バペネム系、そして他の様々な抗生剤に耐性を示
すカルバペネマーゼ産生腸内細菌科（CPE）やアシ
ネトバクターは、少数のウマに認められている。こ
のような細菌の感染は、他の作用機序の抗生剤に
対する耐性も通常獲得しており、実際上、ウマに使
用できる抗生剤が限定されてしまうことから、「汎
耐性」につながる。さらに注目すべきことは、ウマ
で認められるESBLは、ヒトと同じ種類（例：
CTX-M-15）であることが多いという事実であり、
人獣共通感染症の可能性およびウマの感染のある

ものはヒト由来の可能性があるということを示し
ている。
　馬産業やウマの獣医師にとって、mcr-1が同定さ
れたことはどのような意味を持つのであろうか。
mcr-1保有細菌に感染したウマを診る可能性は非
常に低い。
　しかしながら、こうした遺伝子を持つ細菌がヒ
ト、食用動物や環境中で増加すれば、ウマへの感染
は恐らく避けられないであろう。あまり注目され
ていないが、限局的な地域レベルでのセファロス
ポリン系、フルオロキノロン系およびアミノグリ
コシド系に対する耐性は、発生数の増加と治療の
選択肢が限られることから、ウマにより大きく関
わってくるであろう。
　いずれにせよ、ヒトでの出現傾向を認識してお
くことは重要である。ヒトで新たな問題が出現す
ると、同じ問題がヒトと密接に接触するウマにも
発生する可能性があり、それらは、ヒトとウマの間
での伝播（両方向）や他の共通の感染源（例：食用動
物あるいは環境から）によることが考えられる。
　獣医師は、多剤耐性病原体に感染したウマを診
ることが多くなっており、問題となる病原体は変
わり続ける。20年前、ウマにおいてMRSAやESBL
は、ほとんど注目されていなかった。現在では、そ
れらは決して珍しくない。この先20年間（とまで
はいかなくてもこの先5年間）は新たな抗生剤耐
性病原体に対する挑戦が続くであろうということ
に疑う余地はほとんどない。抗生剤耐性という災
難との闘いに簡単な答えなどない。
　しかしながら、問題に対して意識して臨むこと、
適切な抗生剤の使用、抗生剤の使用を減らすため
に感染症をコントロールする方法に注目すること
は、すべてのウマの獣医師やウマの世話をする者
が取り組むことが出来る基本的でかつ実践できる
重要なことである。

連絡先：
J.Scott Weese, DVM, DVSc, DipACVIM
jsweese@uoguelph.ca 
Ontario Veterinary College 
University of Guelph 
Guelph, ON, N1G2W1

ウマの妊娠期の診断ツールとしてのプロゲステロ
ンの利用
　プロゲストーゲン（訳注：プロゲステロンおよび
同様の作用を有する類似化合物の総称）は、ステロ
イドホルモンに分類され、その多くは胎子の維持
や子宮の休止状態維持に寄与する。ウマでは、妊娠
期間中の母体循環系において、少なくとも10種類
のプロゲストーゲンが知られている。現在までに、
その中の2、３種類のみで生物活性が知られてい
る。プロゲステロンは、この種のステロイドホルモ
ンの中で最もよく知られており、唯一臨床的に診
断に応用されている。妊娠初期において、プロゲス
テロンはウマの卵巣内で黄体（CL）によって産生
され、高い濃度を維持し、妊娠60日目から120日目
の間がピークである。その後、プロゲステロンは
徐々に減少し、およそ妊娠180から200日目でほ
ぼ検出できなくなる。妊娠後期には、胎子胎盤から
産生される他のプロゲストーゲンが、妊娠維持に
寄与する。これらは妊娠60日目までに初めて検出
され、およそ妊娠120日目から140日目以降出産
まで、妊娠を正常に維持する。
　血中プロゲステロンは、妊娠初期における黄体
機能を評価するために診断的に用いられてきた。
血中プロゲステロン（P4）濃度が1 ng/mL以上の場
合、黄体組織が存在していると考えられ、卵胞が排
卵され、黄体が形成されてプロゲステロンを産生
していることを示している。血中プロゲステロン
濃度が4 ng/mLである場合、妊娠維持に適切であ
ると考えられる。妊娠期間中に内因性プロゲステ
ロンをモニターし、プロゲスチン（合成プロゲステ
ロン）で補う場合として、子宮内感染、妊娠損失の
既往、黄体機能不全など様々な理由がある。
　検査技術やプロゲストーゲンに関して、いくつ
か重要な点が解明を求められている。今日まで、全
ての臨床獣医診断機関は、血中プロゲステロンの
測定に免疫測定法を用いている。これらの検査法
の特異性は、検査に用いる抗体によって規定され
る。妊娠120日目以降の妊娠後期に存在する異な
るプロゲストーゲンの構造の類似性により、抗体
がこれらの異なる分子を区別することができない
ために、誤ったあるいは不正確な結果が得られる
可能性がある。

　さらに、異なる抗プロゲステロン抗体は交差反
応の程度が異なるために、各々のプロゲステロン
測定法では、異なる量のプロゲステロンを測定す
ることとなり、検査機関によって異なる結果と
なってしまう。各臨床検査機関には、それぞれの独
自のプロゲステロン測定法による基準範囲がある
ために、どのようなプロゲステロンの検査結果に
対しても、最良の臨床的解釈は、測定検査機関から
提出されたものであると強調することは重要であ
る。免疫測定法における特異性不足や検査機関間
でのばらつきは、液体クロマトグラフィー質量分
析(LC-MS)を使用することによって克服すること
ができる。LC-MSによって、研究者達は妊娠後期に
おける異なるプロゲストーゲンの変化を評価で
き、さらに妊娠後期における胎盤障害と特定のプ
ロゲストーゲンの変化との関連性を解明すること
ができた。LC-MSに切り替えることは、診断結果が
より高い特異性を持ち、定量可能なプロゲストー
ゲンがより多種類となることから、検査機関に
とって有益であろう。
　要約すると、牝馬におけるプロゲステロンの現
行の検査法は、およそ妊娠120日目までの、黄体組
織の存在の評価 (P4>1ng/mL)および、血中プロゲ
ステロン濃度が初期の妊娠維持に適切であること 
(P4>4ng/mL)の確認に有用である。
　それ以降から出産までは、現行の臨床検査法は、
母体循環系に存在するさまざまなプロゲストーゲ
ンの存在により、信頼性が劣る。LC-MSの使用によ
り、これらの限界を克服することができる。

連絡先：
Alejandro Esteller-Vico, DVM, PhD
aestellervico@uky edu
(859) 218-1098
Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

ウマの心血管系の先天異常
　ウマの先天性心血管奇形は稀であり、推定有病
率は0.1-0.5%である。性差は認められず、品種によ
る違いも明確でない。心血管奇形は、大きく単純型

（一つの異常のみ）と複合型（複数の異常が混在す
る）に分類される。各々の大カテゴリーは、心筋、血
管、弁と罹患組織を基にさらに細かく分類される。
複合型奇形は典型的には複数の組織におよび、そ
の予後は非常に悪い。
　臨床症状は、重篤度や発症年齢によって異なる。
典型的な臨床症状として、発育不良、運動不耐性、
心雑音、頻脈、呼吸困難やチアノーゼなどが挙げら
れる。罹患馬は死亡して見つかることが多いが、心
血管奇形を伴う全てのウマが異常によって臨床症
状を発現したり、あるいは死亡したりというわけ
ではない。症例によっては、心血管異常が剖検時に
初めて偶発的に確認され、死亡原因と関係しない
こともある。
　心室中隔欠損(VSD)は、最も頻繁に報告されるウ
マの先天性心奇形である。この異常は、心室中隔に
おいて小孔が開存しているのが特徴であり、血液
循環において重要な役割を担う左右両心室間の血
流交通の原因となる。この小孔は、心内圧の変化、
小孔を介した血流短絡、代償性肥大（心筋の増大）、
また重度の症例では全身性異常（チアノーゼなど）
という結果を招く。欠損が小さいと、ウマは無症状
である可能性があり、あるいは加齢とともに臨床
症状を発現していくかもしれない。VSDは、ファ
ロー四徴症や総動脈幹症などの複合型の心臓異常
を構成する疾患のひとつでもある。
　ウマにおける他の障害には、以下が挙げられる。

・心房間における異常な血流の交通。例：心房中隔
欠損や卵円孔開存
・大血管間における異常な血流の交通。例：動脈管
開存.
・大血管の奇形。例：総動脈幹（大動脈と肺動脈の境

界が発達せず1本の血管が心臓から出ている）
・大血管の変位。例：完全転位（右心室は大動脈に血
液を駆出し、左心室は肺動脈幹に血液を駆出する）
や両大血管右室起始症（大動脈と肺動脈幹がとも
に右心室から起始する）
・心臓弁の異常。例：三尖弁閉鎖症
・大動脈騎乗、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、右心室肥
大から成るファロー四徴症

　2010年から2015年におけるウマの先天性心奇
形症例について、ケンタッキー大学獣医診断研究
室に保存されている記録が調査された。期間中、
18例が先天性心奇形と診断された。そのうち14例
はサラブレッド種、2例はアメリカンサドルブレッ
ド種で、アラビア種とスタンダードブレッド種が
それぞれ1例であった。12例が牝馬、5例が牡馬で、
1例は性別不明であった。10例が心室中隔欠損と
診断され、そのうち9例に単純型、1例に複合型の
異常が認められた。複合型の異常は、肺動脈狭窄と
関連していた。ともに心室中隔欠損を伴う、ファ
ロー四徴症および総動脈管症が2例ずつ診断され
た。また、心房中隔欠損、騎乗大動脈、肺動脈閉鎖を
伴う右心室低形成、調節帯形成不全がそれぞれ1例
ずつ報告された。

連絡先：
David Bolin, DVM, PhD 
david.bolin@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「自然は壊れない、歪むだけだ。 」これは、最近テ
レビドラマで聞いた台詞である。ドラマは、忘れ去
られた病原体の遺伝子変異により起こった人類滅
亡の危機となる流行と戦う感染症医の話である。
病理学者でありかつて微生物学者だった私にとっ
て、微生物の絶え間ない進化に対するこの台詞は、
比較的単純な微生物が、生き残り増殖するために、
どのように迅速かつ継続的に環境に適応している
のかということを、いま一度深く考えさせた。不運
にも、少なくとも宿主にとってはであるが、宿主と
環境と微生物との複雑なバランスが乱れると、感
染症という結果に至る。
　このテーマは、2016年4月にアルゼンチンのブ
エノスアイレスで行われた第10回国際馬感染症
会議に世界中から馬感染症専門家が集まった際に
実証された。4年毎に開催される本会議は、馬臨床
医に優れた継続教育を提供し、最近の発展や進歩
を共有するために馬感染症研究者が集う。5日間
の会議では、ウマの感染症に関する現在継続して
いる問題やこれまでの問題、新しく認識された疾
患や新興疾患、重要な再興感染症を取り上げた。バ
イオセキュリティー、診断法、使役馬の疾患、新興
および再興疾患、消化器疾患、ウマの国際間移動、
神経系疾患、寄生虫病、繁殖系疾患、呼吸器疾患、他
器官の感染症から成る11部門で、それぞれ演題が
取り上げられた。
　私は全てのプレゼンテーションを満喫したが、
なかでも特に新興疾患と再興疾患に関する講演に
興味をひかれた。取り上げられた新興ウイルスは、
馬の腸管コロナウイルス（壊死性腸炎の潜在的な
原因）、タイラー病関連ウイルス（血清病とも呼ば
れる本病の原因であろうと新たに同定された）、そ
の他の肝炎の原因となりうるウイルス（ウマヘパ
シウイルスおよびウマペギウイルス）、アルゼンチ

ンで認められたブニヤムウェラウイルス（神経疾
患やあるいは流産の原因）、ヘンドラウイルス（主
に呼吸器と神経系を侵す急性致死性の人獣共通感
染症）などであった。他の興味深く注目すべき病態
として、駆虫剤耐性（寄生虫の薬剤耐性）、ウマの多
発性神経障害における微生物の潜在的な役割、
Streptococcus zooepidemicusに起因する腺疫様疾
患などがあった。また、フランスにおけるウエスト
ナイルウイルス（神経疾患の原因）やアルゼンチン
におけるSalmonella Abortusequi（流産や敗血症の
原因）の再出現についても取り上げられた。これら
の疾患の多くは、ある特定地域においてのみ出現、
あるいは再出現しているが、競技馬や繁殖馬の国
際間の輸送頻度が増加していることから国際的に
留意しなければならない。
　私達は、自然を破壊することはなく、臨床医や感
染症研究者が絶え間なく自然に挑み、感染症の発
生時に迅速に検出、監視、診断、処置し、さらには拡
大防止や制御をするための新たな方法を開発する
であろうことに安心してよい。

連絡先：
Alan T. Loynachan, DVM, PhD, DACVP 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2016年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　コロラド州で2月に発生した3件の水胞性口炎

が、2015年に米国で発生した本疾患の最終となっ
た。アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、ニュー
メキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州
およびワイオミング州の8州で発生し、なかでも
最も発生件数が多かったのはコロラド州であっ
た。823件の発生が報告され、このうち329件で
ニュージャージー血清型ウイルスが陽性と診断さ
れ、494件はウイルス学的には確定診断されてい
ないものの臨床症状に基づいて診断された。
　イギリスおよび米国でインフルエンザの発生が
報告された。米国では、本疾患は風土病と考えられ
ている。カリフォルニア州およびフロリダ州にお
いて発生が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型(EHV-1, -4)
に関連する疾患の発生がアルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、南
アフリカ、イギリスならびに米国で報告された。 
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（2件）、ドイ
ツ（11施設で12例）、南アフリカ（馬ピロプラズマ
病を併発している2例）およびイギリス（1例）で確
認された。EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン

（ワクチン接種済の1例）、オーストラリア（1例）、
フランス（4例）、ドイツ（3例）、アイルランド（9州
で13例）、日本（19施設でワクチン接種済のサラブ
レッド種牝馬51例）、イギリス（14例）および米国

（3例）で報告された。さらにEHV-1による劇症型の
新生子馬の単発症例がイギリスで診断された。
EHV-1による脊髄脳症が、フランス（7歳牝馬1頭
で、呼吸器感染の症状も認められた）および米国

（複数の施設で8件）で報告された。感染が確認さ
れた州は、アリゾナ州（1件）、カリフォルニア州（2
件）、フロリダ州（1件）、ジョージア州（1件）、イリ
ノイ州（1件）、ニューメキシコ州（2件）、ペンシル
ベニア州（1件）であった。
　フランス、ドイツおよび米国では、EHV-4による
呼吸器疾患の発生が確認された。フランスでは12
件の発生が報告され、そのほとんどは単発症例で
あった。米国では、EHV-4による呼吸器疾患が主に
離乳した子馬に認められ、少数のEHV-2および
EHV-5感染が報告された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール、
スイスおよび米国において、腺疫の発生が報告さ

れた。フランスでは13件が発生し、そのほとんど
が単発症例であった。ドイツでは1件、アイルラン
ドでは11件、シンガポールでは1件、スイスでは1
件発生した。米国において本疾患は風土病とされ
ており、14州で42件の発生が確認され、そのうち8
州においては多数の発生が報告された。
　ドイツでは、2施設のそれぞれ1頭の種牡馬で馬
動脈炎ウイルス感染症が確認された。
　馬伝染性貧血の発生がカナダおよび米国で報告
された。カナダでは、サスカチュワン州にある2牧
場において単発症例が診断された。米国ニュー
ヨーク州では、1施設において10頭のウマのうち5
頭に感染が確認された。
　フランスでは、風土病であるウマピロプラズマ
病の発生が報告された。スイスでは、Babes ia  
caballiとTheileria equiの混合感染が認められた単
発症例が発生した。米国ニューメキシコ州では、1
頭のクォーターホースにT. equi感染が確認され
た。
　ドイツでは、4頭の種牡馬と1頭の牝馬に
Taylorella equigenitalis感染が確認された。
　米国ケンタッキー州で馬ヘルペスウイルス3型
の感染が1例診断された。
　米国では、11例のLeptospira  pomona var  
kennewickiによる流産および数例のAmycolatopsis 
spp. あるいはCrossiella spp.に関連したノカルジ
ア型胎盤炎の発生が報告された。
　ドイツ（1例）および米国（Salmonella B群 に関連
した6例と型別不明なSalmonella spp. 6例）でサル
モネラ症の発生が認められた。ドイツでは、1頭の
子馬におけるロタウイルス感染症が報告された。
米国ケンタッキー州では、子馬のLawson i a  
intracellularis 感染症が3例確認された。米国では、
数件の子馬におけるClostridium perfringens 毒素
型A型菌によるクロストリジウム性腸炎の発生も
報告された。
　米国フロリダ州とサウスカロライナ州のウマそ
れぞれ1頭に狂犬病が確認された。
　米国ではロドコッカス関連疾患が風土病として
報告され、多数の発生が確認された。

＊オーストラリアは、2015年第4四半期報告書よ

り

ベクター媒介性疾患とそれらがもたらす新たな脅
威
　ベクター媒介性疾患は、それらが発生している
世界中の国や地域において、ヒトや家畜に対して
非常に重大な脅威となっている。 歴史的にそうし
た疾患の多くは、しばしば地理的に限局して分布
しているとされ、また他の大陸や半球の遠く離れ
た国においては、ヒトや動物に対して危険がない
と考えられていた。しかしながら、過去20年間に
多くの疾患の分布が変化し、人々から安心感を
徐々に奪ってきた。もはや我々は、ある特定の感染
症の病原体の未来の分布を、自信を持って予測す
ることはできない。このことを典型的に示す最近
の例は、ともにヒトの病原体であるチクングニア
ウイルスやジカウイルスの予期せぬ爆発的な流行
であり、これらは数十年前も前に発見されていた
アフリカを起源とするものである。このような問
題は、黄熱がアンゴラ、コンゴ共和国やウガンダか
らEU加盟国や、さらに遠く離れたアメリカやアジ
アの熱帯地域へも広がっている危険性によって
も、さらに注目されている。
　ヒトや動物の新興感染症のなかで最も重要な疾
患は、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイ
ルス、ジカウイルスなどのアルボウイルスによっ
て引き起こされる。それらは、一本鎖RNAウイルス
であり、複製周期毎に1000塩基あたり1塩基とい
う高い変異率を有する。アルボウイルスは、自然界
において媒介節足動物によって伝播される。アフ
リカ豚コレラウイルスを除いて、医学的あるいは
獣医学的に重要なアルボウイルスはすべて、ブニ
ヤウイルス科、フラビウイルス科、レオウイルス
科、トガウイルス科の4科に属している。それら
は、自然界において、ある特定のウイルスに感染す
る宿主（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類）とキャリ
アーとなってウイルスを他宿主へ伝播するベク
ター（蚊、ダニ、サシチョウバエ、ヌカカ）によって
形成される感染環によって維持される。
　最も重要なヒトのウイルス性疾患には、アルボ
ウイルスによって引き起こされるものがあり、そ
れらの多くはフラビウイルス科やトガウイルス科

に属する。これらには、黄熱、デング熱、日本脳炎
（JE）、ウエストナイル脳炎（WNE）、ジカウイルス
感染症、東部馬脳炎（EEE）や西部馬脳炎（WEE）、ベ
ネズエラ馬脳炎（VEE）、チクングニアウイルス感
染症などの重要な感染症がある。また、アルボウイ
ルスは多くの非常に重要なウマの疾患の原因とな
る。なかでも最も重要なものとしては、アフリカ馬
疫（レオウイルス科）、VEE、EEEやWEE（トガウイル
ス科）、JE、WNEやマレーバレー脳炎（フラビウイ
ルス科）などが挙げられる。以上のことから、上記
のウマの感染症の多くは人獣共通感染症の病原体
により引き起こされることがよくわかる。
　アルボウイルス感染症による健康への影響を評
価する際の大きな問題は、原因微生物がヒトや動
物に対する病原性が強い株へ変異する可能性であ
る。このような例としては、ヨーロッパでのウマに
強い病原性を持つウエストナイルウイルスの変異
株（系統2）の出現が挙げられる。ヒトのチクング
ニアウイルスや最近ではジカウイルスについて
も、同様の現象が認められてきた。ジカウイルスの
複数の株が強い神経親和性を獲得し、胎児の神経
系の異常の原因となり、またヒトに対してギラン
バレー症候群の発生率を増加させた証拠が次々と
あがっている。
　流行を起こしうる別のアルボウイルスが出現す
るという脅威に、将来直面する可能性は大いにあ
り得る。我々が現実になりつつあるそのような脅
威を上手く予防するためには、出現する可能性が
あるそれらのウイルスを認識し、またそれらの生
物学的特性や疫学を理解する必要がある。そして
そのためには、より効果的なベクターの制御方法、
積極的な監視、ウイルス診断能力を高めることが
必要とされる。
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Mcr-1とその他の薬剤耐性遺伝子：ウマに対する
脅威は何か？
　最近ヒトや動物から分離された細菌において
mcr-1薬剤耐性遺伝子が確認されたことによって、
新興多剤耐性菌のまん延が懸念されている。多剤
耐性グラム陰性菌、特に腸内細菌科 (例：大腸菌、
KlebsiellaやEnterobacter)の多剤耐性菌は、新しい
ものではなく、多様な遺伝子による耐性が次々と
出現している。それにもかかわらず、mcr-1の出現
は問題である。なぜなら、それはいくつかの薬剤耐
性菌に起因する難治性の感染症の唯一の有効な選
択肢となり得る抗生剤であるコリスチンに対して
耐性をもたらすからである。mcr-1が、抗生剤の選
択 肢 が な い 感 染 症 、す な わ ち 汎 耐 性

（pan-resistant）感染症の時代の先駆けとなること
の懸念が浮き彫りになってきた。
　馬獣医学は、多剤耐性の腸内細菌科などの耐性
菌によってもたらされる問題から免れることはで
きない。近年、ウマにおける基質拡張型βラクター
ゼ（ESBL）を産生する腸内細菌科に関する様々な
報告がある。これらは、ペニシリン系ならびにほと
んどのセファロスポリン系に対して耐性があり、
また多くは他の様々な抗生剤に対しても耐性を獲
得しており、治療の選択肢を制限する。アミノグリ
コシド系（例：アミカシン）やカルバペネム系（例：
メロペネム）にのみ感受性を示すことが共通して
認められるパターンである。
　ESBL産生菌は、多くの国で、臨床的に健康なウ
マと感染症に罹患している馬の集団両者から分離
されている。
　カルバペネムはウマではほとんど使用されてい
ないが、ペニシリン系、セファロスポリン系やカル
バペネム系、そして他の様々な抗生剤に耐性を示
すカルバペネマーゼ産生腸内細菌科（CPE）やアシ
ネトバクターは、少数のウマに認められている。こ
のような細菌の感染は、他の作用機序の抗生剤に
対する耐性も通常獲得しており、実際上、ウマに使
用できる抗生剤が限定されてしまうことから、「汎
耐性」につながる。さらに注目すべきことは、ウマ
で認められるESBLは、ヒトと同じ種類（例：
CTX-M-15）であることが多いという事実であり、
人獣共通感染症の可能性およびウマの感染のある

ものはヒト由来の可能性があるということを示し
ている。
　馬産業やウマの獣医師にとって、mcr-1が同定さ
れたことはどのような意味を持つのであろうか。
mcr-1保有細菌に感染したウマを診る可能性は非
常に低い。
　しかしながら、こうした遺伝子を持つ細菌がヒ
ト、食用動物や環境中で増加すれば、ウマへの感染
は恐らく避けられないであろう。あまり注目され
ていないが、限局的な地域レベルでのセファロス
ポリン系、フルオロキノロン系およびアミノグリ
コシド系に対する耐性は、発生数の増加と治療の
選択肢が限られることから、ウマにより大きく関
わってくるであろう。
　いずれにせよ、ヒトでの出現傾向を認識してお
くことは重要である。ヒトで新たな問題が出現す
ると、同じ問題がヒトと密接に接触するウマにも
発生する可能性があり、それらは、ヒトとウマの間
での伝播（両方向）や他の共通の感染源（例：食用動
物あるいは環境から）によることが考えられる。
　獣医師は、多剤耐性病原体に感染したウマを診
ることが多くなっており、問題となる病原体は変
わり続ける。20年前、ウマにおいてMRSAやESBL
は、ほとんど注目されていなかった。現在では、そ
れらは決して珍しくない。この先20年間（とまで
はいかなくてもこの先5年間）は新たな抗生剤耐
性病原体に対する挑戦が続くであろうということ
に疑う余地はほとんどない。抗生剤耐性という災
難との闘いに簡単な答えなどない。
　しかしながら、問題に対して意識して臨むこと、
適切な抗生剤の使用、抗生剤の使用を減らすため
に感染症をコントロールする方法に注目すること
は、すべてのウマの獣医師やウマの世話をする者
が取り組むことが出来る基本的でかつ実践できる
重要なことである。
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ウマの妊娠期の診断ツールとしてのプロゲステロ
ンの利用
　プロゲストーゲン（訳注：プロゲステロンおよび
同様の作用を有する類似化合物の総称）は、ステロ
イドホルモンに分類され、その多くは胎子の維持
や子宮の休止状態維持に寄与する。ウマでは、妊娠
期間中の母体循環系において、少なくとも10種類
のプロゲストーゲンが知られている。現在までに、
その中の2、３種類のみで生物活性が知られてい
る。プロゲステロンは、この種のステロイドホルモ
ンの中で最もよく知られており、唯一臨床的に診
断に応用されている。妊娠初期において、プロゲス
テロンはウマの卵巣内で黄体（CL）によって産生
され、高い濃度を維持し、妊娠60日目から120日目
の間がピークである。その後、プロゲステロンは
徐々に減少し、およそ妊娠180から200日目でほ
ぼ検出できなくなる。妊娠後期には、胎子胎盤から
産生される他のプロゲストーゲンが、妊娠維持に
寄与する。これらは妊娠60日目までに初めて検出
され、およそ妊娠120日目から140日目以降出産
まで、妊娠を正常に維持する。
　血中プロゲステロンは、妊娠初期における黄体
機能を評価するために診断的に用いられてきた。
血中プロゲステロン（P4）濃度が1 ng/mL以上の場
合、黄体組織が存在していると考えられ、卵胞が排
卵され、黄体が形成されてプロゲステロンを産生
していることを示している。血中プロゲステロン
濃度が4 ng/mLである場合、妊娠維持に適切であ
ると考えられる。妊娠期間中に内因性プロゲステ
ロンをモニターし、プロゲスチン（合成プロゲステ
ロン）で補う場合として、子宮内感染、妊娠損失の
既往、黄体機能不全など様々な理由がある。
　検査技術やプロゲストーゲンに関して、いくつ
か重要な点が解明を求められている。今日まで、全
ての臨床獣医診断機関は、血中プロゲステロンの
測定に免疫測定法を用いている。これらの検査法
の特異性は、検査に用いる抗体によって規定され
る。妊娠120日目以降の妊娠後期に存在する異な
るプロゲストーゲンの構造の類似性により、抗体
がこれらの異なる分子を区別することができない
ために、誤ったあるいは不正確な結果が得られる
可能性がある。

　さらに、異なる抗プロゲステロン抗体は交差反
応の程度が異なるために、各々のプロゲステロン
測定法では、異なる量のプロゲステロンを測定す
ることとなり、検査機関によって異なる結果と
なってしまう。各臨床検査機関には、それぞれの独
自のプロゲステロン測定法による基準範囲がある
ために、どのようなプロゲステロンの検査結果に
対しても、最良の臨床的解釈は、測定検査機関から
提出されたものであると強調することは重要であ
る。免疫測定法における特異性不足や検査機関間
でのばらつきは、液体クロマトグラフィー質量分
析(LC-MS)を使用することによって克服すること
ができる。LC-MSによって、研究者達は妊娠後期に
おける異なるプロゲストーゲンの変化を評価で
き、さらに妊娠後期における胎盤障害と特定のプ
ロゲストーゲンの変化との関連性を解明すること
ができた。LC-MSに切り替えることは、診断結果が
より高い特異性を持ち、定量可能なプロゲストー
ゲンがより多種類となることから、検査機関に
とって有益であろう。
　要約すると、牝馬におけるプロゲステロンの現
行の検査法は、およそ妊娠120日目までの、黄体組
織の存在の評価 (P4>1ng/mL)および、血中プロゲ
ステロン濃度が初期の妊娠維持に適切であること 
(P4>4ng/mL)の確認に有用である。
　それ以降から出産までは、現行の臨床検査法は、
母体循環系に存在するさまざまなプロゲストーゲ
ンの存在により、信頼性が劣る。LC-MSの使用によ
り、これらの限界を克服することができる。
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ウマの心血管系の先天異常
　ウマの先天性心血管奇形は稀であり、推定有病
率は0.1-0.5%である。性差は認められず、品種によ
る違いも明確でない。心血管奇形は、大きく単純型

（一つの異常のみ）と複合型（複数の異常が混在す
る）に分類される。各々の大カテゴリーは、心筋、血
管、弁と罹患組織を基にさらに細かく分類される。
複合型奇形は典型的には複数の組織におよび、そ
の予後は非常に悪い。
　臨床症状は、重篤度や発症年齢によって異なる。
典型的な臨床症状として、発育不良、運動不耐性、
心雑音、頻脈、呼吸困難やチアノーゼなどが挙げら
れる。罹患馬は死亡して見つかることが多いが、心
血管奇形を伴う全てのウマが異常によって臨床症
状を発現したり、あるいは死亡したりというわけ
ではない。症例によっては、心血管異常が剖検時に
初めて偶発的に確認され、死亡原因と関係しない
こともある。
　心室中隔欠損(VSD)は、最も頻繁に報告されるウ
マの先天性心奇形である。この異常は、心室中隔に
おいて小孔が開存しているのが特徴であり、血液
循環において重要な役割を担う左右両心室間の血
流交通の原因となる。この小孔は、心内圧の変化、
小孔を介した血流短絡、代償性肥大（心筋の増大）、
また重度の症例では全身性異常（チアノーゼなど）
という結果を招く。欠損が小さいと、ウマは無症状
である可能性があり、あるいは加齢とともに臨床
症状を発現していくかもしれない。VSDは、ファ
ロー四徴症や総動脈幹症などの複合型の心臓異常
を構成する疾患のひとつでもある。
　ウマにおける他の障害には、以下が挙げられる。

・心房間における異常な血流の交通。例：心房中隔
欠損や卵円孔開存
・大血管間における異常な血流の交通。例：動脈管
開存.
・大血管の奇形。例：総動脈幹（大動脈と肺動脈の境

界が発達せず1本の血管が心臓から出ている）
・大血管の変位。例：完全転位（右心室は大動脈に血
液を駆出し、左心室は肺動脈幹に血液を駆出する）
や両大血管右室起始症（大動脈と肺動脈幹がとも
に右心室から起始する）
・心臓弁の異常。例：三尖弁閉鎖症
・大動脈騎乗、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、右心室肥
大から成るファロー四徴症

　2010年から2015年におけるウマの先天性心奇
形症例について、ケンタッキー大学獣医診断研究
室に保存されている記録が調査された。期間中、
18例が先天性心奇形と診断された。そのうち14例
はサラブレッド種、2例はアメリカンサドルブレッ
ド種で、アラビア種とスタンダードブレッド種が
それぞれ1例であった。12例が牝馬、5例が牡馬で、
1例は性別不明であった。10例が心室中隔欠損と
診断され、そのうち9例に単純型、1例に複合型の
異常が認められた。複合型の異常は、肺動脈狭窄と
関連していた。ともに心室中隔欠損を伴う、ファ
ロー四徴症および総動脈管症が2例ずつ診断され
た。また、心房中隔欠損、騎乗大動脈、肺動脈閉鎖を
伴う右心室低形成、調節帯形成不全がそれぞれ1例
ずつ報告された。
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Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
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時事解説
　「自然は壊れない、歪むだけだ。 」これは、最近テ
レビドラマで聞いた台詞である。ドラマは、忘れ去
られた病原体の遺伝子変異により起こった人類滅
亡の危機となる流行と戦う感染症医の話である。
病理学者でありかつて微生物学者だった私にとっ
て、微生物の絶え間ない進化に対するこの台詞は、
比較的単純な微生物が、生き残り増殖するために、
どのように迅速かつ継続的に環境に適応している
のかということを、いま一度深く考えさせた。不運
にも、少なくとも宿主にとってはであるが、宿主と
環境と微生物との複雑なバランスが乱れると、感
染症という結果に至る。
　このテーマは、2016年4月にアルゼンチンのブ
エノスアイレスで行われた第10回国際馬感染症
会議に世界中から馬感染症専門家が集まった際に
実証された。4年毎に開催される本会議は、馬臨床
医に優れた継続教育を提供し、最近の発展や進歩
を共有するために馬感染症研究者が集う。5日間
の会議では、ウマの感染症に関する現在継続して
いる問題やこれまでの問題、新しく認識された疾
患や新興疾患、重要な再興感染症を取り上げた。バ
イオセキュリティー、診断法、使役馬の疾患、新興
および再興疾患、消化器疾患、ウマの国際間移動、
神経系疾患、寄生虫病、繁殖系疾患、呼吸器疾患、他
器官の感染症から成る11部門で、それぞれ演題が
取り上げられた。
　私は全てのプレゼンテーションを満喫したが、
なかでも特に新興疾患と再興疾患に関する講演に
興味をひかれた。取り上げられた新興ウイルスは、
馬の腸管コロナウイルス（壊死性腸炎の潜在的な
原因）、タイラー病関連ウイルス（血清病とも呼ば
れる本病の原因であろうと新たに同定された）、そ
の他の肝炎の原因となりうるウイルス（ウマヘパ
シウイルスおよびウマペギウイルス）、アルゼンチ

ンで認められたブニヤムウェラウイルス（神経疾
患やあるいは流産の原因）、ヘンドラウイルス（主
に呼吸器と神経系を侵す急性致死性の人獣共通感
染症）などであった。他の興味深く注目すべき病態
として、駆虫剤耐性（寄生虫の薬剤耐性）、ウマの多
発性神経障害における微生物の潜在的な役割、
Streptococcus zooepidemicusに起因する腺疫様疾
患などがあった。また、フランスにおけるウエスト
ナイルウイルス（神経疾患の原因）やアルゼンチン
におけるSalmonella Abortusequi（流産や敗血症の
原因）の再出現についても取り上げられた。これら
の疾患の多くは、ある特定地域においてのみ出現、
あるいは再出現しているが、競技馬や繁殖馬の国
際間の輸送頻度が増加していることから国際的に
留意しなければならない。
　私達は、自然を破壊することはなく、臨床医や感
染症研究者が絶え間なく自然に挑み、感染症の発
生時に迅速に検出、監視、診断、処置し、さらには拡
大防止や制御をするための新たな方法を開発する
であろうことに安心してよい。

連絡先：
Alan T. Loynachan, DVM, PhD, DACVP 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　コロラド州で2月に発生した3件の水胞性口炎

が、2015年に米国で発生した本疾患の最終となっ
た。アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、ニュー
メキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州
およびワイオミング州の8州で発生し、なかでも
最も発生件数が多かったのはコロラド州であっ
た。823件の発生が報告され、このうち329件で
ニュージャージー血清型ウイルスが陽性と診断さ
れ、494件はウイルス学的には確定診断されてい
ないものの臨床症状に基づいて診断された。
　イギリスおよび米国でインフルエンザの発生が
報告された。米国では、本疾患は風土病と考えられ
ている。カリフォルニア州およびフロリダ州にお
いて発生が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型(EHV-1, -4)
に関連する疾患の発生がアルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、南
アフリカ、イギリスならびに米国で報告された。 
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（2件）、ドイ
ツ（11施設で12例）、南アフリカ（馬ピロプラズマ
病を併発している2例）およびイギリス（1例）で確
認された。EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン

（ワクチン接種済の1例）、オーストラリア（1例）、
フランス（4例）、ドイツ（3例）、アイルランド（9州
で13例）、日本（19施設でワクチン接種済のサラブ
レッド種牝馬51例）、イギリス（14例）および米国

（3例）で報告された。さらにEHV-1による劇症型の
新生子馬の単発症例がイギリスで診断された。
EHV-1による脊髄脳症が、フランス（7歳牝馬1頭
で、呼吸器感染の症状も認められた）および米国

（複数の施設で8件）で報告された。感染が確認さ
れた州は、アリゾナ州（1件）、カリフォルニア州（2
件）、フロリダ州（1件）、ジョージア州（1件）、イリ
ノイ州（1件）、ニューメキシコ州（2件）、ペンシル
ベニア州（1件）であった。
　フランス、ドイツおよび米国では、EHV-4による
呼吸器疾患の発生が確認された。フランスでは12
件の発生が報告され、そのほとんどは単発症例で
あった。米国では、EHV-4による呼吸器疾患が主に
離乳した子馬に認められ、少数のEHV-2および
EHV-5感染が報告された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール、
スイスおよび米国において、腺疫の発生が報告さ

れた。フランスでは13件が発生し、そのほとんど
が単発症例であった。ドイツでは1件、アイルラン
ドでは11件、シンガポールでは1件、スイスでは1
件発生した。米国において本疾患は風土病とされ
ており、14州で42件の発生が確認され、そのうち8
州においては多数の発生が報告された。
　ドイツでは、2施設のそれぞれ1頭の種牡馬で馬
動脈炎ウイルス感染症が確認された。
　馬伝染性貧血の発生がカナダおよび米国で報告
された。カナダでは、サスカチュワン州にある2牧
場において単発症例が診断された。米国ニュー
ヨーク州では、1施設において10頭のウマのうち5
頭に感染が確認された。
　フランスでは、風土病であるウマピロプラズマ
病の発生が報告された。スイスでは、Babes ia  
caballiとTheileria equiの混合感染が認められた単
発症例が発生した。米国ニューメキシコ州では、1
頭のクォーターホースにT. equi感染が確認され
た。
　ドイツでは、4頭の種牡馬と1頭の牝馬に
Taylorella equigenitalis感染が確認された。
　米国ケンタッキー州で馬ヘルペスウイルス3型
の感染が1例診断された。
　米国では、11例のLeptospira  pomona var  
kennewickiによる流産および数例のAmycolatopsis 
spp. あるいはCrossiella spp.に関連したノカルジ
ア型胎盤炎の発生が報告された。
　ドイツ（1例）および米国（Salmonella B群 に関連
した6例と型別不明なSalmonella spp. 6例）でサル
モネラ症の発生が認められた。ドイツでは、1頭の
子馬におけるロタウイルス感染症が報告された。
米国ケンタッキー州では、子馬のLawson i a  
intracellularis 感染症が3例確認された。米国では、
数件の子馬におけるClostridium perfringens 毒素
型A型菌によるクロストリジウム性腸炎の発生も
報告された。
　米国フロリダ州とサウスカロライナ州のウマそ
れぞれ1頭に狂犬病が確認された。
　米国ではロドコッカス関連疾患が風土病として
報告され、多数の発生が確認された。

＊オーストラリアは、2015年第4四半期報告書よ

り

ベクター媒介性疾患とそれらがもたらす新たな脅
威
　ベクター媒介性疾患は、それらが発生している
世界中の国や地域において、ヒトや家畜に対して
非常に重大な脅威となっている。 歴史的にそうし
た疾患の多くは、しばしば地理的に限局して分布
しているとされ、また他の大陸や半球の遠く離れ
た国においては、ヒトや動物に対して危険がない
と考えられていた。しかしながら、過去20年間に
多くの疾患の分布が変化し、人々から安心感を
徐々に奪ってきた。もはや我々は、ある特定の感染
症の病原体の未来の分布を、自信を持って予測す
ることはできない。このことを典型的に示す最近
の例は、ともにヒトの病原体であるチクングニア
ウイルスやジカウイルスの予期せぬ爆発的な流行
であり、これらは数十年前も前に発見されていた
アフリカを起源とするものである。このような問
題は、黄熱がアンゴラ、コンゴ共和国やウガンダか
らEU加盟国や、さらに遠く離れたアメリカやアジ
アの熱帯地域へも広がっている危険性によって
も、さらに注目されている。
　ヒトや動物の新興感染症のなかで最も重要な疾
患は、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイ
ルス、ジカウイルスなどのアルボウイルスによっ
て引き起こされる。それらは、一本鎖RNAウイルス
であり、複製周期毎に1000塩基あたり1塩基とい
う高い変異率を有する。アルボウイルスは、自然界
において媒介節足動物によって伝播される。アフ
リカ豚コレラウイルスを除いて、医学的あるいは
獣医学的に重要なアルボウイルスはすべて、ブニ
ヤウイルス科、フラビウイルス科、レオウイルス
科、トガウイルス科の4科に属している。それら
は、自然界において、ある特定のウイルスに感染す
る宿主（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類）とキャリ
アーとなってウイルスを他宿主へ伝播するベク
ター（蚊、ダニ、サシチョウバエ、ヌカカ）によって
形成される感染環によって維持される。
　最も重要なヒトのウイルス性疾患には、アルボ
ウイルスによって引き起こされるものがあり、そ
れらの多くはフラビウイルス科やトガウイルス科

に属する。これらには、黄熱、デング熱、日本脳炎
（JE）、ウエストナイル脳炎（WNE）、ジカウイルス
感染症、東部馬脳炎（EEE）や西部馬脳炎（WEE）、ベ
ネズエラ馬脳炎（VEE）、チクングニアウイルス感
染症などの重要な感染症がある。また、アルボウイ
ルスは多くの非常に重要なウマの疾患の原因とな
る。なかでも最も重要なものとしては、アフリカ馬
疫（レオウイルス科）、VEE、EEEやWEE（トガウイル
ス科）、JE、WNEやマレーバレー脳炎（フラビウイ
ルス科）などが挙げられる。以上のことから、上記
のウマの感染症の多くは人獣共通感染症の病原体
により引き起こされることがよくわかる。
　アルボウイルス感染症による健康への影響を評
価する際の大きな問題は、原因微生物がヒトや動
物に対する病原性が強い株へ変異する可能性であ
る。このような例としては、ヨーロッパでのウマに
強い病原性を持つウエストナイルウイルスの変異
株（系統2）の出現が挙げられる。ヒトのチクング
ニアウイルスや最近ではジカウイルスについて
も、同様の現象が認められてきた。ジカウイルスの
複数の株が強い神経親和性を獲得し、胎児の神経
系の異常の原因となり、またヒトに対してギラン
バレー症候群の発生率を増加させた証拠が次々と
あがっている。
　流行を起こしうる別のアルボウイルスが出現す
るという脅威に、将来直面する可能性は大いにあ
り得る。我々が現実になりつつあるそのような脅
威を上手く予防するためには、出現する可能性が
あるそれらのウイルスを認識し、またそれらの生
物学的特性や疫学を理解する必要がある。そして
そのためには、より効果的なベクターの制御方法、
積極的な監視、ウイルス診断能力を高めることが
必要とされる。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094 
Maxwell H.Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 

Mcr-1とその他の薬剤耐性遺伝子：ウマに対する
脅威は何か？
　最近ヒトや動物から分離された細菌において
mcr-1薬剤耐性遺伝子が確認されたことによって、
新興多剤耐性菌のまん延が懸念されている。多剤
耐性グラム陰性菌、特に腸内細菌科 (例：大腸菌、
KlebsiellaやEnterobacter)の多剤耐性菌は、新しい
ものではなく、多様な遺伝子による耐性が次々と
出現している。それにもかかわらず、mcr-1の出現
は問題である。なぜなら、それはいくつかの薬剤耐
性菌に起因する難治性の感染症の唯一の有効な選
択肢となり得る抗生剤であるコリスチンに対して
耐性をもたらすからである。mcr-1が、抗生剤の選
択 肢 が な い 感 染 症 、す な わ ち 汎 耐 性

（pan-resistant）感染症の時代の先駆けとなること
の懸念が浮き彫りになってきた。
　馬獣医学は、多剤耐性の腸内細菌科などの耐性
菌によってもたらされる問題から免れることはで
きない。近年、ウマにおける基質拡張型βラクター
ゼ（ESBL）を産生する腸内細菌科に関する様々な
報告がある。これらは、ペニシリン系ならびにほと
んどのセファロスポリン系に対して耐性があり、
また多くは他の様々な抗生剤に対しても耐性を獲
得しており、治療の選択肢を制限する。アミノグリ
コシド系（例：アミカシン）やカルバペネム系（例：
メロペネム）にのみ感受性を示すことが共通して
認められるパターンである。
　ESBL産生菌は、多くの国で、臨床的に健康なウ
マと感染症に罹患している馬の集団両者から分離
されている。
　カルバペネムはウマではほとんど使用されてい
ないが、ペニシリン系、セファロスポリン系やカル
バペネム系、そして他の様々な抗生剤に耐性を示
すカルバペネマーゼ産生腸内細菌科（CPE）やアシ
ネトバクターは、少数のウマに認められている。こ
のような細菌の感染は、他の作用機序の抗生剤に
対する耐性も通常獲得しており、実際上、ウマに使
用できる抗生剤が限定されてしまうことから、「汎
耐性」につながる。さらに注目すべきことは、ウマ
で認められるESBLは、ヒトと同じ種類（例：
CTX-M-15）であることが多いという事実であり、
人獣共通感染症の可能性およびウマの感染のある

ものはヒト由来の可能性があるということを示し
ている。
　馬産業やウマの獣医師にとって、mcr-1が同定さ
れたことはどのような意味を持つのであろうか。
mcr-1保有細菌に感染したウマを診る可能性は非
常に低い。
　しかしながら、こうした遺伝子を持つ細菌がヒ
ト、食用動物や環境中で増加すれば、ウマへの感染
は恐らく避けられないであろう。あまり注目され
ていないが、限局的な地域レベルでのセファロス
ポリン系、フルオロキノロン系およびアミノグリ
コシド系に対する耐性は、発生数の増加と治療の
選択肢が限られることから、ウマにより大きく関
わってくるであろう。
　いずれにせよ、ヒトでの出現傾向を認識してお
くことは重要である。ヒトで新たな問題が出現す
ると、同じ問題がヒトと密接に接触するウマにも
発生する可能性があり、それらは、ヒトとウマの間
での伝播（両方向）や他の共通の感染源（例：食用動
物あるいは環境から）によることが考えられる。
　獣医師は、多剤耐性病原体に感染したウマを診
ることが多くなっており、問題となる病原体は変
わり続ける。20年前、ウマにおいてMRSAやESBL
は、ほとんど注目されていなかった。現在では、そ
れらは決して珍しくない。この先20年間（とまで
はいかなくてもこの先5年間）は新たな抗生剤耐
性病原体に対する挑戦が続くであろうということ
に疑う余地はほとんどない。抗生剤耐性という災
難との闘いに簡単な答えなどない。
　しかしながら、問題に対して意識して臨むこと、
適切な抗生剤の使用、抗生剤の使用を減らすため
に感染症をコントロールする方法に注目すること
は、すべてのウマの獣医師やウマの世話をする者
が取り組むことが出来る基本的でかつ実践できる
重要なことである。

連絡先：
J.Scott Weese, DVM, DVSc, DipACVIM
jsweese@uoguelph.ca 
Ontario Veterinary College 
University of Guelph 
Guelph, ON, N1G2W1

ウマの妊娠期の診断ツールとしてのプロゲステロ
ンの利用
　プロゲストーゲン（訳注：プロゲステロンおよび
同様の作用を有する類似化合物の総称）は、ステロ
イドホルモンに分類され、その多くは胎子の維持
や子宮の休止状態維持に寄与する。ウマでは、妊娠
期間中の母体循環系において、少なくとも10種類
のプロゲストーゲンが知られている。現在までに、
その中の2、３種類のみで生物活性が知られてい
る。プロゲステロンは、この種のステロイドホルモ
ンの中で最もよく知られており、唯一臨床的に診
断に応用されている。妊娠初期において、プロゲス
テロンはウマの卵巣内で黄体（CL）によって産生
され、高い濃度を維持し、妊娠60日目から120日目
の間がピークである。その後、プロゲステロンは
徐々に減少し、およそ妊娠180から200日目でほ
ぼ検出できなくなる。妊娠後期には、胎子胎盤から
産生される他のプロゲストーゲンが、妊娠維持に
寄与する。これらは妊娠60日目までに初めて検出
され、およそ妊娠120日目から140日目以降出産
まで、妊娠を正常に維持する。
　血中プロゲステロンは、妊娠初期における黄体
機能を評価するために診断的に用いられてきた。
血中プロゲステロン（P4）濃度が1 ng/mL以上の場
合、黄体組織が存在していると考えられ、卵胞が排
卵され、黄体が形成されてプロゲステロンを産生
していることを示している。血中プロゲステロン
濃度が4 ng/mLである場合、妊娠維持に適切であ
ると考えられる。妊娠期間中に内因性プロゲステ
ロンをモニターし、プロゲスチン（合成プロゲステ
ロン）で補う場合として、子宮内感染、妊娠損失の
既往、黄体機能不全など様々な理由がある。
　検査技術やプロゲストーゲンに関して、いくつ
か重要な点が解明を求められている。今日まで、全
ての臨床獣医診断機関は、血中プロゲステロンの
測定に免疫測定法を用いている。これらの検査法
の特異性は、検査に用いる抗体によって規定され
る。妊娠120日目以降の妊娠後期に存在する異な
るプロゲストーゲンの構造の類似性により、抗体
がこれらの異なる分子を区別することができない
ために、誤ったあるいは不正確な結果が得られる
可能性がある。

　さらに、異なる抗プロゲステロン抗体は交差反
応の程度が異なるために、各々のプロゲステロン
測定法では、異なる量のプロゲステロンを測定す
ることとなり、検査機関によって異なる結果と
なってしまう。各臨床検査機関には、それぞれの独
自のプロゲステロン測定法による基準範囲がある
ために、どのようなプロゲステロンの検査結果に
対しても、最良の臨床的解釈は、測定検査機関から
提出されたものであると強調することは重要であ
る。免疫測定法における特異性不足や検査機関間
でのばらつきは、液体クロマトグラフィー質量分
析(LC-MS)を使用することによって克服すること
ができる。LC-MSによって、研究者達は妊娠後期に
おける異なるプロゲストーゲンの変化を評価で
き、さらに妊娠後期における胎盤障害と特定のプ
ロゲストーゲンの変化との関連性を解明すること
ができた。LC-MSに切り替えることは、診断結果が
より高い特異性を持ち、定量可能なプロゲストー
ゲンがより多種類となることから、検査機関に
とって有益であろう。
　要約すると、牝馬におけるプロゲステロンの現
行の検査法は、およそ妊娠120日目までの、黄体組
織の存在の評価 (P4>1ng/mL)および、血中プロゲ
ステロン濃度が初期の妊娠維持に適切であること 
(P4>4ng/mL)の確認に有用である。
　それ以降から出産までは、現行の臨床検査法は、
母体循環系に存在するさまざまなプロゲストーゲ
ンの存在により、信頼性が劣る。LC-MSの使用によ
り、これらの限界を克服することができる。

連絡先：
Alejandro Esteller-Vico, DVM, PhD
aestellervico@uky edu
(859) 218-1098
Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

ウマの心血管系の先天異常
　ウマの先天性心血管奇形は稀であり、推定有病
率は0.1-0.5%である。性差は認められず、品種によ
る違いも明確でない。心血管奇形は、大きく単純型

（一つの異常のみ）と複合型（複数の異常が混在す
る）に分類される。各々の大カテゴリーは、心筋、血
管、弁と罹患組織を基にさらに細かく分類される。
複合型奇形は典型的には複数の組織におよび、そ
の予後は非常に悪い。
　臨床症状は、重篤度や発症年齢によって異なる。
典型的な臨床症状として、発育不良、運動不耐性、
心雑音、頻脈、呼吸困難やチアノーゼなどが挙げら
れる。罹患馬は死亡して見つかることが多いが、心
血管奇形を伴う全てのウマが異常によって臨床症
状を発現したり、あるいは死亡したりというわけ
ではない。症例によっては、心血管異常が剖検時に
初めて偶発的に確認され、死亡原因と関係しない
こともある。
　心室中隔欠損(VSD)は、最も頻繁に報告されるウ
マの先天性心奇形である。この異常は、心室中隔に
おいて小孔が開存しているのが特徴であり、血液
循環において重要な役割を担う左右両心室間の血
流交通の原因となる。この小孔は、心内圧の変化、
小孔を介した血流短絡、代償性肥大（心筋の増大）、
また重度の症例では全身性異常（チアノーゼなど）
という結果を招く。欠損が小さいと、ウマは無症状
である可能性があり、あるいは加齢とともに臨床
症状を発現していくかもしれない。VSDは、ファ
ロー四徴症や総動脈幹症などの複合型の心臓異常
を構成する疾患のひとつでもある。
　ウマにおける他の障害には、以下が挙げられる。

・心房間における異常な血流の交通。例：心房中隔
欠損や卵円孔開存
・大血管間における異常な血流の交通。例：動脈管
開存.
・大血管の奇形。例：総動脈幹（大動脈と肺動脈の境

界が発達せず1本の血管が心臓から出ている）
・大血管の変位。例：完全転位（右心室は大動脈に血
液を駆出し、左心室は肺動脈幹に血液を駆出する）
や両大血管右室起始症（大動脈と肺動脈幹がとも
に右心室から起始する）
・心臓弁の異常。例：三尖弁閉鎖症
・大動脈騎乗、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、右心室肥
大から成るファロー四徴症

　2010年から2015年におけるウマの先天性心奇
形症例について、ケンタッキー大学獣医診断研究
室に保存されている記録が調査された。期間中、
18例が先天性心奇形と診断された。そのうち14例
はサラブレッド種、2例はアメリカンサドルブレッ
ド種で、アラビア種とスタンダードブレッド種が
それぞれ1例であった。12例が牝馬、5例が牡馬で、
1例は性別不明であった。10例が心室中隔欠損と
診断され、そのうち9例に単純型、1例に複合型の
異常が認められた。複合型の異常は、肺動脈狭窄と
関連していた。ともに心室中隔欠損を伴う、ファ
ロー四徴症および総動脈管症が2例ずつ診断され
た。また、心房中隔欠損、騎乗大動脈、肺動脈閉鎖を
伴う右心室低形成、調節帯形成不全がそれぞれ1例
ずつ報告された。

連絡先：
David Bolin, DVM, PhD 
david.bolin@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「自然は壊れない、歪むだけだ。 」これは、最近テ
レビドラマで聞いた台詞である。ドラマは、忘れ去
られた病原体の遺伝子変異により起こった人類滅
亡の危機となる流行と戦う感染症医の話である。
病理学者でありかつて微生物学者だった私にとっ
て、微生物の絶え間ない進化に対するこの台詞は、
比較的単純な微生物が、生き残り増殖するために、
どのように迅速かつ継続的に環境に適応している
のかということを、いま一度深く考えさせた。不運
にも、少なくとも宿主にとってはであるが、宿主と
環境と微生物との複雑なバランスが乱れると、感
染症という結果に至る。
　このテーマは、2016年4月にアルゼンチンのブ
エノスアイレスで行われた第10回国際馬感染症
会議に世界中から馬感染症専門家が集まった際に
実証された。4年毎に開催される本会議は、馬臨床
医に優れた継続教育を提供し、最近の発展や進歩
を共有するために馬感染症研究者が集う。5日間
の会議では、ウマの感染症に関する現在継続して
いる問題やこれまでの問題、新しく認識された疾
患や新興疾患、重要な再興感染症を取り上げた。バ
イオセキュリティー、診断法、使役馬の疾患、新興
および再興疾患、消化器疾患、ウマの国際間移動、
神経系疾患、寄生虫病、繁殖系疾患、呼吸器疾患、他
器官の感染症から成る11部門で、それぞれ演題が
取り上げられた。
　私は全てのプレゼンテーションを満喫したが、
なかでも特に新興疾患と再興疾患に関する講演に
興味をひかれた。取り上げられた新興ウイルスは、
馬の腸管コロナウイルス（壊死性腸炎の潜在的な
原因）、タイラー病関連ウイルス（血清病とも呼ば
れる本病の原因であろうと新たに同定された）、そ
の他の肝炎の原因となりうるウイルス（ウマヘパ
シウイルスおよびウマペギウイルス）、アルゼンチ

ンで認められたブニヤムウェラウイルス（神経疾
患やあるいは流産の原因）、ヘンドラウイルス（主
に呼吸器と神経系を侵す急性致死性の人獣共通感
染症）などであった。他の興味深く注目すべき病態
として、駆虫剤耐性（寄生虫の薬剤耐性）、ウマの多
発性神経障害における微生物の潜在的な役割、
Streptococcus zooepidemicusに起因する腺疫様疾
患などがあった。また、フランスにおけるウエスト
ナイルウイルス（神経疾患の原因）やアルゼンチン
におけるSalmonella Abortusequi（流産や敗血症の
原因）の再出現についても取り上げられた。これら
の疾患の多くは、ある特定地域においてのみ出現、
あるいは再出現しているが、競技馬や繁殖馬の国
際間の輸送頻度が増加していることから国際的に
留意しなければならない。
　私達は、自然を破壊することはなく、臨床医や感
染症研究者が絶え間なく自然に挑み、感染症の発
生時に迅速に検出、監視、診断、処置し、さらには拡
大防止や制御をするための新たな方法を開発する
であろうことに安心してよい。

連絡先：
Alan T. Loynachan, DVM, PhD, DACVP 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 
国際情報
2016年第1四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　コロラド州で2月に発生した3件の水胞性口炎

が、2015年に米国で発生した本疾患の最終となっ
た。アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、ニュー
メキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州
およびワイオミング州の8州で発生し、なかでも
最も発生件数が多かったのはコロラド州であっ
た。823件の発生が報告され、このうち329件で
ニュージャージー血清型ウイルスが陽性と診断さ
れ、494件はウイルス学的には確定診断されてい
ないものの臨床症状に基づいて診断された。
　イギリスおよび米国でインフルエンザの発生が
報告された。米国では、本疾患は風土病と考えられ
ている。カリフォルニア州およびフロリダ州にお
いて発生が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型(EHV-1, -4)
に関連する疾患の発生がアルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、南
アフリカ、イギリスならびに米国で報告された。 
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（2件）、ドイ
ツ（11施設で12例）、南アフリカ（馬ピロプラズマ
病を併発している2例）およびイギリス（1例）で確
認された。EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン

（ワクチン接種済の1例）、オーストラリア（1例）、
フランス（4例）、ドイツ（3例）、アイルランド（9州
で13例）、日本（19施設でワクチン接種済のサラブ
レッド種牝馬51例）、イギリス（14例）および米国

（3例）で報告された。さらにEHV-1による劇症型の
新生子馬の単発症例がイギリスで診断された。
EHV-1による脊髄脳症が、フランス（7歳牝馬1頭
で、呼吸器感染の症状も認められた）および米国

（複数の施設で8件）で報告された。感染が確認さ
れた州は、アリゾナ州（1件）、カリフォルニア州（2
件）、フロリダ州（1件）、ジョージア州（1件）、イリ
ノイ州（1件）、ニューメキシコ州（2件）、ペンシル
ベニア州（1件）であった。
　フランス、ドイツおよび米国では、EHV-4による
呼吸器疾患の発生が確認された。フランスでは12
件の発生が報告され、そのほとんどは単発症例で
あった。米国では、EHV-4による呼吸器疾患が主に
離乳した子馬に認められ、少数のEHV-2および
EHV-5感染が報告された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール、
スイスおよび米国において、腺疫の発生が報告さ

れた。フランスでは13件が発生し、そのほとんど
が単発症例であった。ドイツでは1件、アイルラン
ドでは11件、シンガポールでは1件、スイスでは1
件発生した。米国において本疾患は風土病とされ
ており、14州で42件の発生が確認され、そのうち8
州においては多数の発生が報告された。
　ドイツでは、2施設のそれぞれ1頭の種牡馬で馬
動脈炎ウイルス感染症が確認された。
　馬伝染性貧血の発生がカナダおよび米国で報告
された。カナダでは、サスカチュワン州にある2牧
場において単発症例が診断された。米国ニュー
ヨーク州では、1施設において10頭のウマのうち5
頭に感染が確認された。
　フランスでは、風土病であるウマピロプラズマ
病の発生が報告された。スイスでは、Babes ia  
caballiとTheileria equiの混合感染が認められた単
発症例が発生した。米国ニューメキシコ州では、1
頭のクォーターホースにT. equi感染が確認され
た。
　ドイツでは、4頭の種牡馬と1頭の牝馬に
Taylorella equigenitalis感染が確認された。
　米国ケンタッキー州で馬ヘルペスウイルス3型
の感染が1例診断された。
　米国では、11例のLeptospira  pomona var  
kennewickiによる流産および数例のAmycolatopsis 
spp. あるいはCrossiella spp.に関連したノカルジ
ア型胎盤炎の発生が報告された。
　ドイツ（1例）および米国（Salmonella B群 に関連
した6例と型別不明なSalmonella spp. 6例）でサル
モネラ症の発生が認められた。ドイツでは、1頭の
子馬におけるロタウイルス感染症が報告された。
米国ケンタッキー州では、子馬のLawson i a  
intracellularis 感染症が3例確認された。米国では、
数件の子馬におけるClostridium perfringens 毒素
型A型菌によるクロストリジウム性腸炎の発生も
報告された。
　米国フロリダ州とサウスカロライナ州のウマそ
れぞれ1頭に狂犬病が確認された。
　米国ではロドコッカス関連疾患が風土病として
報告され、多数の発生が確認された。

＊オーストラリアは、2015年第4四半期報告書よ

り

ベクター媒介性疾患とそれらがもたらす新たな脅
威
　ベクター媒介性疾患は、それらが発生している
世界中の国や地域において、ヒトや家畜に対して
非常に重大な脅威となっている。 歴史的にそうし
た疾患の多くは、しばしば地理的に限局して分布
しているとされ、また他の大陸や半球の遠く離れ
た国においては、ヒトや動物に対して危険がない
と考えられていた。しかしながら、過去20年間に
多くの疾患の分布が変化し、人々から安心感を
徐々に奪ってきた。もはや我々は、ある特定の感染
症の病原体の未来の分布を、自信を持って予測す
ることはできない。このことを典型的に示す最近
の例は、ともにヒトの病原体であるチクングニア
ウイルスやジカウイルスの予期せぬ爆発的な流行
であり、これらは数十年前も前に発見されていた
アフリカを起源とするものである。このような問
題は、黄熱がアンゴラ、コンゴ共和国やウガンダか
らEU加盟国や、さらに遠く離れたアメリカやアジ
アの熱帯地域へも広がっている危険性によって
も、さらに注目されている。
　ヒトや動物の新興感染症のなかで最も重要な疾
患は、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイ
ルス、ジカウイルスなどのアルボウイルスによっ
て引き起こされる。それらは、一本鎖RNAウイルス
であり、複製周期毎に1000塩基あたり1塩基とい
う高い変異率を有する。アルボウイルスは、自然界
において媒介節足動物によって伝播される。アフ
リカ豚コレラウイルスを除いて、医学的あるいは
獣医学的に重要なアルボウイルスはすべて、ブニ
ヤウイルス科、フラビウイルス科、レオウイルス
科、トガウイルス科の4科に属している。それら
は、自然界において、ある特定のウイルスに感染す
る宿主（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類）とキャリ
アーとなってウイルスを他宿主へ伝播するベク
ター（蚊、ダニ、サシチョウバエ、ヌカカ）によって
形成される感染環によって維持される。
　最も重要なヒトのウイルス性疾患には、アルボ
ウイルスによって引き起こされるものがあり、そ
れらの多くはフラビウイルス科やトガウイルス科

に属する。これらには、黄熱、デング熱、日本脳炎
（JE）、ウエストナイル脳炎（WNE）、ジカウイルス
感染症、東部馬脳炎（EEE）や西部馬脳炎（WEE）、ベ
ネズエラ馬脳炎（VEE）、チクングニアウイルス感
染症などの重要な感染症がある。また、アルボウイ
ルスは多くの非常に重要なウマの疾患の原因とな
る。なかでも最も重要なものとしては、アフリカ馬
疫（レオウイルス科）、VEE、EEEやWEE（トガウイル
ス科）、JE、WNEやマレーバレー脳炎（フラビウイ
ルス科）などが挙げられる。以上のことから、上記
のウマの感染症の多くは人獣共通感染症の病原体
により引き起こされることがよくわかる。
　アルボウイルス感染症による健康への影響を評
価する際の大きな問題は、原因微生物がヒトや動
物に対する病原性が強い株へ変異する可能性であ
る。このような例としては、ヨーロッパでのウマに
強い病原性を持つウエストナイルウイルスの変異
株（系統2）の出現が挙げられる。ヒトのチクング
ニアウイルスや最近ではジカウイルスについて
も、同様の現象が認められてきた。ジカウイルスの
複数の株が強い神経親和性を獲得し、胎児の神経
系の異常の原因となり、またヒトに対してギラン
バレー症候群の発生率を増加させた証拠が次々と
あがっている。
　流行を起こしうる別のアルボウイルスが出現す
るという脅威に、将来直面する可能性は大いにあ
り得る。我々が現実になりつつあるそのような脅
威を上手く予防するためには、出現する可能性が
あるそれらのウイルスを認識し、またそれらの生
物学的特性や疫学を理解する必要がある。そして
そのためには、より効果的なベクターの制御方法、
積極的な監視、ウイルス診断能力を高めることが
必要とされる。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094 
Maxwell H.Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 

Mcr-1とその他の薬剤耐性遺伝子：ウマに対する
脅威は何か？
　最近ヒトや動物から分離された細菌において
mcr-1薬剤耐性遺伝子が確認されたことによって、
新興多剤耐性菌のまん延が懸念されている。多剤
耐性グラム陰性菌、特に腸内細菌科 (例：大腸菌、
KlebsiellaやEnterobacter)の多剤耐性菌は、新しい
ものではなく、多様な遺伝子による耐性が次々と
出現している。それにもかかわらず、mcr-1の出現
は問題である。なぜなら、それはいくつかの薬剤耐
性菌に起因する難治性の感染症の唯一の有効な選
択肢となり得る抗生剤であるコリスチンに対して
耐性をもたらすからである。mcr-1が、抗生剤の選
択 肢 が な い 感 染 症 、す な わ ち 汎 耐 性

（pan-resistant）感染症の時代の先駆けとなること
の懸念が浮き彫りになってきた。
　馬獣医学は、多剤耐性の腸内細菌科などの耐性
菌によってもたらされる問題から免れることはで
きない。近年、ウマにおける基質拡張型βラクター
ゼ（ESBL）を産生する腸内細菌科に関する様々な
報告がある。これらは、ペニシリン系ならびにほと
んどのセファロスポリン系に対して耐性があり、
また多くは他の様々な抗生剤に対しても耐性を獲
得しており、治療の選択肢を制限する。アミノグリ
コシド系（例：アミカシン）やカルバペネム系（例：
メロペネム）にのみ感受性を示すことが共通して
認められるパターンである。
　ESBL産生菌は、多くの国で、臨床的に健康なウ
マと感染症に罹患している馬の集団両者から分離
されている。
　カルバペネムはウマではほとんど使用されてい
ないが、ペニシリン系、セファロスポリン系やカル
バペネム系、そして他の様々な抗生剤に耐性を示
すカルバペネマーゼ産生腸内細菌科（CPE）やアシ
ネトバクターは、少数のウマに認められている。こ
のような細菌の感染は、他の作用機序の抗生剤に
対する耐性も通常獲得しており、実際上、ウマに使
用できる抗生剤が限定されてしまうことから、「汎
耐性」につながる。さらに注目すべきことは、ウマ
で認められるESBLは、ヒトと同じ種類（例：
CTX-M-15）であることが多いという事実であり、
人獣共通感染症の可能性およびウマの感染のある

ものはヒト由来の可能性があるということを示し
ている。
　馬産業やウマの獣医師にとって、mcr-1が同定さ
れたことはどのような意味を持つのであろうか。
mcr-1保有細菌に感染したウマを診る可能性は非
常に低い。
　しかしながら、こうした遺伝子を持つ細菌がヒ
ト、食用動物や環境中で増加すれば、ウマへの感染
は恐らく避けられないであろう。あまり注目され
ていないが、限局的な地域レベルでのセファロス
ポリン系、フルオロキノロン系およびアミノグリ
コシド系に対する耐性は、発生数の増加と治療の
選択肢が限られることから、ウマにより大きく関
わってくるであろう。
　いずれにせよ、ヒトでの出現傾向を認識してお
くことは重要である。ヒトで新たな問題が出現す
ると、同じ問題がヒトと密接に接触するウマにも
発生する可能性があり、それらは、ヒトとウマの間
での伝播（両方向）や他の共通の感染源（例：食用動
物あるいは環境から）によることが考えられる。
　獣医師は、多剤耐性病原体に感染したウマを診
ることが多くなっており、問題となる病原体は変
わり続ける。20年前、ウマにおいてMRSAやESBL
は、ほとんど注目されていなかった。現在では、そ
れらは決して珍しくない。この先20年間（とまで
はいかなくてもこの先5年間）は新たな抗生剤耐
性病原体に対する挑戦が続くであろうということ
に疑う余地はほとんどない。抗生剤耐性という災
難との闘いに簡単な答えなどない。
　しかしながら、問題に対して意識して臨むこと、
適切な抗生剤の使用、抗生剤の使用を減らすため
に感染症をコントロールする方法に注目すること
は、すべてのウマの獣医師やウマの世話をする者
が取り組むことが出来る基本的でかつ実践できる
重要なことである。

連絡先：
J.Scott Weese, DVM, DVSc, DipACVIM
jsweese@uoguelph.ca 
Ontario Veterinary College 
University of Guelph 
Guelph, ON, N1G2W1

ウマの妊娠期の診断ツールとしてのプロゲステロ
ンの利用
　プロゲストーゲン（訳注：プロゲステロンおよび
同様の作用を有する類似化合物の総称）は、ステロ
イドホルモンに分類され、その多くは胎子の維持
や子宮の休止状態維持に寄与する。ウマでは、妊娠
期間中の母体循環系において、少なくとも10種類
のプロゲストーゲンが知られている。現在までに、
その中の2、３種類のみで生物活性が知られてい
る。プロゲステロンは、この種のステロイドホルモ
ンの中で最もよく知られており、唯一臨床的に診
断に応用されている。妊娠初期において、プロゲス
テロンはウマの卵巣内で黄体（CL）によって産生
され、高い濃度を維持し、妊娠60日目から120日目
の間がピークである。その後、プロゲステロンは
徐々に減少し、およそ妊娠180から200日目でほ
ぼ検出できなくなる。妊娠後期には、胎子胎盤から
産生される他のプロゲストーゲンが、妊娠維持に
寄与する。これらは妊娠60日目までに初めて検出
され、およそ妊娠120日目から140日目以降出産
まで、妊娠を正常に維持する。
　血中プロゲステロンは、妊娠初期における黄体
機能を評価するために診断的に用いられてきた。
血中プロゲステロン（P4）濃度が1 ng/mL以上の場
合、黄体組織が存在していると考えられ、卵胞が排
卵され、黄体が形成されてプロゲステロンを産生
していることを示している。血中プロゲステロン
濃度が4 ng/mLである場合、妊娠維持に適切であ
ると考えられる。妊娠期間中に内因性プロゲステ
ロンをモニターし、プロゲスチン（合成プロゲステ
ロン）で補う場合として、子宮内感染、妊娠損失の
既往、黄体機能不全など様々な理由がある。
　検査技術やプロゲストーゲンに関して、いくつ
か重要な点が解明を求められている。今日まで、全
ての臨床獣医診断機関は、血中プロゲステロンの
測定に免疫測定法を用いている。これらの検査法
の特異性は、検査に用いる抗体によって規定され
る。妊娠120日目以降の妊娠後期に存在する異な
るプロゲストーゲンの構造の類似性により、抗体
がこれらの異なる分子を区別することができない
ために、誤ったあるいは不正確な結果が得られる
可能性がある。

　さらに、異なる抗プロゲステロン抗体は交差反
応の程度が異なるために、各々のプロゲステロン
測定法では、異なる量のプロゲステロンを測定す
ることとなり、検査機関によって異なる結果と
なってしまう。各臨床検査機関には、それぞれの独
自のプロゲステロン測定法による基準範囲がある
ために、どのようなプロゲステロンの検査結果に
対しても、最良の臨床的解釈は、測定検査機関から
提出されたものであると強調することは重要であ
る。免疫測定法における特異性不足や検査機関間
でのばらつきは、液体クロマトグラフィー質量分
析(LC-MS)を使用することによって克服すること
ができる。LC-MSによって、研究者達は妊娠後期に
おける異なるプロゲストーゲンの変化を評価で
き、さらに妊娠後期における胎盤障害と特定のプ
ロゲストーゲンの変化との関連性を解明すること
ができた。LC-MSに切り替えることは、診断結果が
より高い特異性を持ち、定量可能なプロゲストー
ゲンがより多種類となることから、検査機関に
とって有益であろう。
　要約すると、牝馬におけるプロゲステロンの現
行の検査法は、およそ妊娠120日目までの、黄体組
織の存在の評価 (P4>1ng/mL)および、血中プロゲ
ステロン濃度が初期の妊娠維持に適切であること 
(P4>4ng/mL)の確認に有用である。
　それ以降から出産までは、現行の臨床検査法は、
母体循環系に存在するさまざまなプロゲストーゲ
ンの存在により、信頼性が劣る。LC-MSの使用によ
り、これらの限界を克服することができる。

連絡先：
Alejandro Esteller-Vico, DVM, PhD
aestellervico@uky edu
(859) 218-1098
Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

ウマの心血管系の先天異常
　ウマの先天性心血管奇形は稀であり、推定有病
率は0.1-0.5%である。性差は認められず、品種によ
る違いも明確でない。心血管奇形は、大きく単純型

（一つの異常のみ）と複合型（複数の異常が混在す
る）に分類される。各々の大カテゴリーは、心筋、血
管、弁と罹患組織を基にさらに細かく分類される。
複合型奇形は典型的には複数の組織におよび、そ
の予後は非常に悪い。
　臨床症状は、重篤度や発症年齢によって異なる。
典型的な臨床症状として、発育不良、運動不耐性、
心雑音、頻脈、呼吸困難やチアノーゼなどが挙げら
れる。罹患馬は死亡して見つかることが多いが、心
血管奇形を伴う全てのウマが異常によって臨床症
状を発現したり、あるいは死亡したりというわけ
ではない。症例によっては、心血管異常が剖検時に
初めて偶発的に確認され、死亡原因と関係しない
こともある。
　心室中隔欠損(VSD)は、最も頻繁に報告されるウ
マの先天性心奇形である。この異常は、心室中隔に
おいて小孔が開存しているのが特徴であり、血液
循環において重要な役割を担う左右両心室間の血
流交通の原因となる。この小孔は、心内圧の変化、
小孔を介した血流短絡、代償性肥大（心筋の増大）、
また重度の症例では全身性異常（チアノーゼなど）
という結果を招く。欠損が小さいと、ウマは無症状
である可能性があり、あるいは加齢とともに臨床
症状を発現していくかもしれない。VSDは、ファ
ロー四徴症や総動脈幹症などの複合型の心臓異常
を構成する疾患のひとつでもある。
　ウマにおける他の障害には、以下が挙げられる。

・心房間における異常な血流の交通。例：心房中隔
欠損や卵円孔開存
・大血管間における異常な血流の交通。例：動脈管
開存.
・大血管の奇形。例：総動脈幹（大動脈と肺動脈の境

界が発達せず1本の血管が心臓から出ている）
・大血管の変位。例：完全転位（右心室は大動脈に血
液を駆出し、左心室は肺動脈幹に血液を駆出する）
や両大血管右室起始症（大動脈と肺動脈幹がとも
に右心室から起始する）
・心臓弁の異常。例：三尖弁閉鎖症
・大動脈騎乗、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、右心室肥
大から成るファロー四徴症

　2010年から2015年におけるウマの先天性心奇
形症例について、ケンタッキー大学獣医診断研究
室に保存されている記録が調査された。期間中、
18例が先天性心奇形と診断された。そのうち14例
はサラブレッド種、2例はアメリカンサドルブレッ
ド種で、アラビア種とスタンダードブレッド種が
それぞれ1例であった。12例が牝馬、5例が牡馬で、
1例は性別不明であった。10例が心室中隔欠損と
診断され、そのうち9例に単純型、1例に複合型の
異常が認められた。複合型の異常は、肺動脈狭窄と
関連していた。ともに心室中隔欠損を伴う、ファ
ロー四徴症および総動脈管症が2例ずつ診断され
た。また、心房中隔欠損、騎乗大動脈、肺動脈閉鎖を
伴う右心室低形成、調節帯形成不全がそれぞれ1例
ずつ報告された。

連絡先：
David Bolin, DVM, PhD 
david.bolin@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「自然は壊れない、歪むだけだ。 」これは、最近テ
レビドラマで聞いた台詞である。ドラマは、忘れ去
られた病原体の遺伝子変異により起こった人類滅
亡の危機となる流行と戦う感染症医の話である。
病理学者でありかつて微生物学者だった私にとっ
て、微生物の絶え間ない進化に対するこの台詞は、
比較的単純な微生物が、生き残り増殖するために、
どのように迅速かつ継続的に環境に適応している
のかということを、いま一度深く考えさせた。不運
にも、少なくとも宿主にとってはであるが、宿主と
環境と微生物との複雑なバランスが乱れると、感
染症という結果に至る。
　このテーマは、2016年4月にアルゼンチンのブ
エノスアイレスで行われた第10回国際馬感染症
会議に世界中から馬感染症専門家が集まった際に
実証された。4年毎に開催される本会議は、馬臨床
医に優れた継続教育を提供し、最近の発展や進歩
を共有するために馬感染症研究者が集う。5日間
の会議では、ウマの感染症に関する現在継続して
いる問題やこれまでの問題、新しく認識された疾
患や新興疾患、重要な再興感染症を取り上げた。バ
イオセキュリティー、診断法、使役馬の疾患、新興
および再興疾患、消化器疾患、ウマの国際間移動、
神経系疾患、寄生虫病、繁殖系疾患、呼吸器疾患、他
器官の感染症から成る11部門で、それぞれ演題が
取り上げられた。
　私は全てのプレゼンテーションを満喫したが、
なかでも特に新興疾患と再興疾患に関する講演に
興味をひかれた。取り上げられた新興ウイルスは、
馬の腸管コロナウイルス（壊死性腸炎の潜在的な
原因）、タイラー病関連ウイルス（血清病とも呼ば
れる本病の原因であろうと新たに同定された）、そ
の他の肝炎の原因となりうるウイルス（ウマヘパ
シウイルスおよびウマペギウイルス）、アルゼンチ

ンで認められたブニヤムウェラウイルス（神経疾
患やあるいは流産の原因）、ヘンドラウイルス（主
に呼吸器と神経系を侵す急性致死性の人獣共通感
染症）などであった。他の興味深く注目すべき病態
として、駆虫剤耐性（寄生虫の薬剤耐性）、ウマの多
発性神経障害における微生物の潜在的な役割、
Streptococcus zooepidemicusに起因する腺疫様疾
患などがあった。また、フランスにおけるウエスト
ナイルウイルス（神経疾患の原因）やアルゼンチン
におけるSalmonella Abortusequi（流産や敗血症の
原因）の再出現についても取り上げられた。これら
の疾患の多くは、ある特定地域においてのみ出現、
あるいは再出現しているが、競技馬や繁殖馬の国
際間の輸送頻度が増加していることから国際的に
留意しなければならない。
　私達は、自然を破壊することはなく、臨床医や感
染症研究者が絶え間なく自然に挑み、感染症の発
生時に迅速に検出、監視、診断、処置し、さらには拡
大防止や制御をするための新たな方法を開発する
であろうことに安心してよい。

連絡先：
Alan T. Loynachan, DVM, PhD, DACVP 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　コロラド州で2月に発生した3件の水胞性口炎

が、2015年に米国で発生した本疾患の最終となっ
た。アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、ニュー
メキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州
およびワイオミング州の8州で発生し、なかでも
最も発生件数が多かったのはコロラド州であっ
た。823件の発生が報告され、このうち329件で
ニュージャージー血清型ウイルスが陽性と診断さ
れ、494件はウイルス学的には確定診断されてい
ないものの臨床症状に基づいて診断された。
　イギリスおよび米国でインフルエンザの発生が
報告された。米国では、本疾患は風土病と考えられ
ている。カリフォルニア州およびフロリダ州にお
いて発生が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型(EHV-1, -4)
に関連する疾患の発生がアルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、南
アフリカ、イギリスならびに米国で報告された。 
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（2件）、ドイ
ツ（11施設で12例）、南アフリカ（馬ピロプラズマ
病を併発している2例）およびイギリス（1例）で確
認された。EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン

（ワクチン接種済の1例）、オーストラリア（1例）、
フランス（4例）、ドイツ（3例）、アイルランド（9州
で13例）、日本（19施設でワクチン接種済のサラブ
レッド種牝馬51例）、イギリス（14例）および米国

（3例）で報告された。さらにEHV-1による劇症型の
新生子馬の単発症例がイギリスで診断された。
EHV-1による脊髄脳症が、フランス（7歳牝馬1頭
で、呼吸器感染の症状も認められた）および米国

（複数の施設で8件）で報告された。感染が確認さ
れた州は、アリゾナ州（1件）、カリフォルニア州（2
件）、フロリダ州（1件）、ジョージア州（1件）、イリ
ノイ州（1件）、ニューメキシコ州（2件）、ペンシル
ベニア州（1件）であった。
　フランス、ドイツおよび米国では、EHV-4による
呼吸器疾患の発生が確認された。フランスでは12
件の発生が報告され、そのほとんどは単発症例で
あった。米国では、EHV-4による呼吸器疾患が主に
離乳した子馬に認められ、少数のEHV-2および
EHV-5感染が報告された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール、
スイスおよび米国において、腺疫の発生が報告さ

れた。フランスでは13件が発生し、そのほとんど
が単発症例であった。ドイツでは1件、アイルラン
ドでは11件、シンガポールでは1件、スイスでは1
件発生した。米国において本疾患は風土病とされ
ており、14州で42件の発生が確認され、そのうち8
州においては多数の発生が報告された。
　ドイツでは、2施設のそれぞれ1頭の種牡馬で馬
動脈炎ウイルス感染症が確認された。
　馬伝染性貧血の発生がカナダおよび米国で報告
された。カナダでは、サスカチュワン州にある2牧
場において単発症例が診断された。米国ニュー
ヨーク州では、1施設において10頭のウマのうち5
頭に感染が確認された。
　フランスでは、風土病であるウマピロプラズマ
病の発生が報告された。スイスでは、Babes ia  
caballiとTheileria equiの混合感染が認められた単
発症例が発生した。米国ニューメキシコ州では、1
頭のクォーターホースにT. equi感染が確認され
た。
　ドイツでは、4頭の種牡馬と1頭の牝馬に
Taylorella equigenitalis感染が確認された。
　米国ケンタッキー州で馬ヘルペスウイルス3型
の感染が1例診断された。
　米国では、11例のLeptospira  pomona var  
kennewickiによる流産および数例のAmycolatopsis 
spp. あるいはCrossiella spp.に関連したノカルジ
ア型胎盤炎の発生が報告された。
　ドイツ（1例）および米国（Salmonella B群 に関連
した6例と型別不明なSalmonella spp. 6例）でサル
モネラ症の発生が認められた。ドイツでは、1頭の
子馬におけるロタウイルス感染症が報告された。
米国ケンタッキー州では、子馬のLawson i a  
intracellularis 感染症が3例確認された。米国では、
数件の子馬におけるClostridium perfringens 毒素
型A型菌によるクロストリジウム性腸炎の発生も
報告された。
　米国フロリダ州とサウスカロライナ州のウマそ
れぞれ1頭に狂犬病が確認された。
　米国ではロドコッカス関連疾患が風土病として
報告され、多数の発生が確認された。

＊オーストラリアは、2015年第4四半期報告書よ

り

ベクター媒介性疾患とそれらがもたらす新たな脅
威
　ベクター媒介性疾患は、それらが発生している
世界中の国や地域において、ヒトや家畜に対して
非常に重大な脅威となっている。 歴史的にそうし
た疾患の多くは、しばしば地理的に限局して分布
しているとされ、また他の大陸や半球の遠く離れ
た国においては、ヒトや動物に対して危険がない
と考えられていた。しかしながら、過去20年間に
多くの疾患の分布が変化し、人々から安心感を
徐々に奪ってきた。もはや我々は、ある特定の感染
症の病原体の未来の分布を、自信を持って予測す
ることはできない。このことを典型的に示す最近
の例は、ともにヒトの病原体であるチクングニア
ウイルスやジカウイルスの予期せぬ爆発的な流行
であり、これらは数十年前も前に発見されていた
アフリカを起源とするものである。このような問
題は、黄熱がアンゴラ、コンゴ共和国やウガンダか
らEU加盟国や、さらに遠く離れたアメリカやアジ
アの熱帯地域へも広がっている危険性によって
も、さらに注目されている。
　ヒトや動物の新興感染症のなかで最も重要な疾
患は、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイ
ルス、ジカウイルスなどのアルボウイルスによっ
て引き起こされる。それらは、一本鎖RNAウイルス
であり、複製周期毎に1000塩基あたり1塩基とい
う高い変異率を有する。アルボウイルスは、自然界
において媒介節足動物によって伝播される。アフ
リカ豚コレラウイルスを除いて、医学的あるいは
獣医学的に重要なアルボウイルスはすべて、ブニ
ヤウイルス科、フラビウイルス科、レオウイルス
科、トガウイルス科の4科に属している。それら
は、自然界において、ある特定のウイルスに感染す
る宿主（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類）とキャリ
アーとなってウイルスを他宿主へ伝播するベク
ター（蚊、ダニ、サシチョウバエ、ヌカカ）によって
形成される感染環によって維持される。
　最も重要なヒトのウイルス性疾患には、アルボ
ウイルスによって引き起こされるものがあり、そ
れらの多くはフラビウイルス科やトガウイルス科

に属する。これらには、黄熱、デング熱、日本脳炎
（JE）、ウエストナイル脳炎（WNE）、ジカウイルス
感染症、東部馬脳炎（EEE）や西部馬脳炎（WEE）、ベ
ネズエラ馬脳炎（VEE）、チクングニアウイルス感
染症などの重要な感染症がある。また、アルボウイ
ルスは多くの非常に重要なウマの疾患の原因とな
る。なかでも最も重要なものとしては、アフリカ馬
疫（レオウイルス科）、VEE、EEEやWEE（トガウイル
ス科）、JE、WNEやマレーバレー脳炎（フラビウイ
ルス科）などが挙げられる。以上のことから、上記
のウマの感染症の多くは人獣共通感染症の病原体
により引き起こされることがよくわかる。
　アルボウイルス感染症による健康への影響を評
価する際の大きな問題は、原因微生物がヒトや動
物に対する病原性が強い株へ変異する可能性であ
る。このような例としては、ヨーロッパでのウマに
強い病原性を持つウエストナイルウイルスの変異
株（系統2）の出現が挙げられる。ヒトのチクング
ニアウイルスや最近ではジカウイルスについて
も、同様の現象が認められてきた。ジカウイルスの
複数の株が強い神経親和性を獲得し、胎児の神経
系の異常の原因となり、またヒトに対してギラン
バレー症候群の発生率を増加させた証拠が次々と
あがっている。
　流行を起こしうる別のアルボウイルスが出現す
るという脅威に、将来直面する可能性は大いにあ
り得る。我々が現実になりつつあるそのような脅
威を上手く予防するためには、出現する可能性が
あるそれらのウイルスを認識し、またそれらの生
物学的特性や疫学を理解する必要がある。そして
そのためには、より効果的なベクターの制御方法、
積極的な監視、ウイルス診断能力を高めることが
必要とされる。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094 
Maxwell H.Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 

Mcr-1とその他の薬剤耐性遺伝子：ウマに対する
脅威は何か？
　最近ヒトや動物から分離された細菌において
mcr-1薬剤耐性遺伝子が確認されたことによって、
新興多剤耐性菌のまん延が懸念されている。多剤
耐性グラム陰性菌、特に腸内細菌科 (例：大腸菌、
KlebsiellaやEnterobacter)の多剤耐性菌は、新しい
ものではなく、多様な遺伝子による耐性が次々と
出現している。それにもかかわらず、mcr-1の出現
は問題である。なぜなら、それはいくつかの薬剤耐
性菌に起因する難治性の感染症の唯一の有効な選
択肢となり得る抗生剤であるコリスチンに対して
耐性をもたらすからである。mcr-1が、抗生剤の選
択 肢 が な い 感 染 症 、す な わ ち 汎 耐 性

（pan-resistant）感染症の時代の先駆けとなること
の懸念が浮き彫りになってきた。
　馬獣医学は、多剤耐性の腸内細菌科などの耐性
菌によってもたらされる問題から免れることはで
きない。近年、ウマにおける基質拡張型βラクター
ゼ（ESBL）を産生する腸内細菌科に関する様々な
報告がある。これらは、ペニシリン系ならびにほと
んどのセファロスポリン系に対して耐性があり、
また多くは他の様々な抗生剤に対しても耐性を獲
得しており、治療の選択肢を制限する。アミノグリ
コシド系（例：アミカシン）やカルバペネム系（例：
メロペネム）にのみ感受性を示すことが共通して
認められるパターンである。
　ESBL産生菌は、多くの国で、臨床的に健康なウ
マと感染症に罹患している馬の集団両者から分離
されている。
　カルバペネムはウマではほとんど使用されてい
ないが、ペニシリン系、セファロスポリン系やカル
バペネム系、そして他の様々な抗生剤に耐性を示
すカルバペネマーゼ産生腸内細菌科（CPE）やアシ
ネトバクターは、少数のウマに認められている。こ
のような細菌の感染は、他の作用機序の抗生剤に
対する耐性も通常獲得しており、実際上、ウマに使
用できる抗生剤が限定されてしまうことから、「汎
耐性」につながる。さらに注目すべきことは、ウマ
で認められるESBLは、ヒトと同じ種類（例：
CTX-M-15）であることが多いという事実であり、
人獣共通感染症の可能性およびウマの感染のある

ものはヒト由来の可能性があるということを示し
ている。
　馬産業やウマの獣医師にとって、mcr-1が同定さ
れたことはどのような意味を持つのであろうか。
mcr-1保有細菌に感染したウマを診る可能性は非
常に低い。
　しかしながら、こうした遺伝子を持つ細菌がヒ
ト、食用動物や環境中で増加すれば、ウマへの感染
は恐らく避けられないであろう。あまり注目され
ていないが、限局的な地域レベルでのセファロス
ポリン系、フルオロキノロン系およびアミノグリ
コシド系に対する耐性は、発生数の増加と治療の
選択肢が限られることから、ウマにより大きく関
わってくるであろう。
　いずれにせよ、ヒトでの出現傾向を認識してお
くことは重要である。ヒトで新たな問題が出現す
ると、同じ問題がヒトと密接に接触するウマにも
発生する可能性があり、それらは、ヒトとウマの間
での伝播（両方向）や他の共通の感染源（例：食用動
物あるいは環境から）によることが考えられる。
　獣医師は、多剤耐性病原体に感染したウマを診
ることが多くなっており、問題となる病原体は変
わり続ける。20年前、ウマにおいてMRSAやESBL
は、ほとんど注目されていなかった。現在では、そ
れらは決して珍しくない。この先20年間（とまで
はいかなくてもこの先5年間）は新たな抗生剤耐
性病原体に対する挑戦が続くであろうということ
に疑う余地はほとんどない。抗生剤耐性という災
難との闘いに簡単な答えなどない。
　しかしながら、問題に対して意識して臨むこと、
適切な抗生剤の使用、抗生剤の使用を減らすため
に感染症をコントロールする方法に注目すること
は、すべてのウマの獣医師やウマの世話をする者
が取り組むことが出来る基本的でかつ実践できる
重要なことである。

連絡先：
J.Scott Weese, DVM, DVSc, DipACVIM
jsweese@uoguelph.ca 
Ontario Veterinary College 
University of Guelph 
Guelph, ON, N1G2W1

ウマの妊娠期の診断ツールとしてのプロゲステロ
ンの利用
　プロゲストーゲン（訳注：プロゲステロンおよび
同様の作用を有する類似化合物の総称）は、ステロ
イドホルモンに分類され、その多くは胎子の維持
や子宮の休止状態維持に寄与する。ウマでは、妊娠
期間中の母体循環系において、少なくとも10種類
のプロゲストーゲンが知られている。現在までに、
その中の2、３種類のみで生物活性が知られてい
る。プロゲステロンは、この種のステロイドホルモ
ンの中で最もよく知られており、唯一臨床的に診
断に応用されている。妊娠初期において、プロゲス
テロンはウマの卵巣内で黄体（CL）によって産生
され、高い濃度を維持し、妊娠60日目から120日目
の間がピークである。その後、プロゲステロンは
徐々に減少し、およそ妊娠180から200日目でほ
ぼ検出できなくなる。妊娠後期には、胎子胎盤から
産生される他のプロゲストーゲンが、妊娠維持に
寄与する。これらは妊娠60日目までに初めて検出
され、およそ妊娠120日目から140日目以降出産
まで、妊娠を正常に維持する。
　血中プロゲステロンは、妊娠初期における黄体
機能を評価するために診断的に用いられてきた。
血中プロゲステロン（P4）濃度が1 ng/mL以上の場
合、黄体組織が存在していると考えられ、卵胞が排
卵され、黄体が形成されてプロゲステロンを産生
していることを示している。血中プロゲステロン
濃度が4 ng/mLである場合、妊娠維持に適切であ
ると考えられる。妊娠期間中に内因性プロゲステ
ロンをモニターし、プロゲスチン（合成プロゲステ
ロン）で補う場合として、子宮内感染、妊娠損失の
既往、黄体機能不全など様々な理由がある。
　検査技術やプロゲストーゲンに関して、いくつ
か重要な点が解明を求められている。今日まで、全
ての臨床獣医診断機関は、血中プロゲステロンの
測定に免疫測定法を用いている。これらの検査法
の特異性は、検査に用いる抗体によって規定され
る。妊娠120日目以降の妊娠後期に存在する異な
るプロゲストーゲンの構造の類似性により、抗体
がこれらの異なる分子を区別することができない
ために、誤ったあるいは不正確な結果が得られる
可能性がある。

　さらに、異なる抗プロゲステロン抗体は交差反
応の程度が異なるために、各々のプロゲステロン
測定法では、異なる量のプロゲステロンを測定す
ることとなり、検査機関によって異なる結果と
なってしまう。各臨床検査機関には、それぞれの独
自のプロゲステロン測定法による基準範囲がある
ために、どのようなプロゲステロンの検査結果に
対しても、最良の臨床的解釈は、測定検査機関から
提出されたものであると強調することは重要であ
る。免疫測定法における特異性不足や検査機関間
でのばらつきは、液体クロマトグラフィー質量分
析(LC-MS)を使用することによって克服すること
ができる。LC-MSによって、研究者達は妊娠後期に
おける異なるプロゲストーゲンの変化を評価で
き、さらに妊娠後期における胎盤障害と特定のプ
ロゲストーゲンの変化との関連性を解明すること
ができた。LC-MSに切り替えることは、診断結果が
より高い特異性を持ち、定量可能なプロゲストー
ゲンがより多種類となることから、検査機関に
とって有益であろう。
　要約すると、牝馬におけるプロゲステロンの現
行の検査法は、およそ妊娠120日目までの、黄体組
織の存在の評価 (P4>1ng/mL)および、血中プロゲ
ステロン濃度が初期の妊娠維持に適切であること 
(P4>4ng/mL)の確認に有用である。
　それ以降から出産までは、現行の臨床検査法は、
母体循環系に存在するさまざまなプロゲストーゲ
ンの存在により、信頼性が劣る。LC-MSの使用によ
り、これらの限界を克服することができる。

連絡先：
Alejandro Esteller-Vico, DVM, PhD
aestellervico@uky edu
(859) 218-1098
Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

ウマの心血管系の先天異常
　ウマの先天性心血管奇形は稀であり、推定有病
率は0.1-0.5%である。性差は認められず、品種によ
る違いも明確でない。心血管奇形は、大きく単純型

（一つの異常のみ）と複合型（複数の異常が混在す
る）に分類される。各々の大カテゴリーは、心筋、血
管、弁と罹患組織を基にさらに細かく分類される。
複合型奇形は典型的には複数の組織におよび、そ
の予後は非常に悪い。
　臨床症状は、重篤度や発症年齢によって異なる。
典型的な臨床症状として、発育不良、運動不耐性、
心雑音、頻脈、呼吸困難やチアノーゼなどが挙げら
れる。罹患馬は死亡して見つかることが多いが、心
血管奇形を伴う全てのウマが異常によって臨床症
状を発現したり、あるいは死亡したりというわけ
ではない。症例によっては、心血管異常が剖検時に
初めて偶発的に確認され、死亡原因と関係しない
こともある。
　心室中隔欠損(VSD)は、最も頻繁に報告されるウ
マの先天性心奇形である。この異常は、心室中隔に
おいて小孔が開存しているのが特徴であり、血液
循環において重要な役割を担う左右両心室間の血
流交通の原因となる。この小孔は、心内圧の変化、
小孔を介した血流短絡、代償性肥大（心筋の増大）、
また重度の症例では全身性異常（チアノーゼなど）
という結果を招く。欠損が小さいと、ウマは無症状
である可能性があり、あるいは加齢とともに臨床
症状を発現していくかもしれない。VSDは、ファ
ロー四徴症や総動脈幹症などの複合型の心臓異常
を構成する疾患のひとつでもある。
　ウマにおける他の障害には、以下が挙げられる。

・心房間における異常な血流の交通。例：心房中隔
欠損や卵円孔開存
・大血管間における異常な血流の交通。例：動脈管
開存.
・大血管の奇形。例：総動脈幹（大動脈と肺動脈の境

界が発達せず1本の血管が心臓から出ている）
・大血管の変位。例：完全転位（右心室は大動脈に血
液を駆出し、左心室は肺動脈幹に血液を駆出する）
や両大血管右室起始症（大動脈と肺動脈幹がとも
に右心室から起始する）
・心臓弁の異常。例：三尖弁閉鎖症
・大動脈騎乗、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、右心室肥
大から成るファロー四徴症

　2010年から2015年におけるウマの先天性心奇
形症例について、ケンタッキー大学獣医診断研究
室に保存されている記録が調査された。期間中、
18例が先天性心奇形と診断された。そのうち14例
はサラブレッド種、2例はアメリカンサドルブレッ
ド種で、アラビア種とスタンダードブレッド種が
それぞれ1例であった。12例が牝馬、5例が牡馬で、
1例は性別不明であった。10例が心室中隔欠損と
診断され、そのうち9例に単純型、1例に複合型の
異常が認められた。複合型の異常は、肺動脈狭窄と
関連していた。ともに心室中隔欠損を伴う、ファ
ロー四徴症および総動脈管症が2例ずつ診断され
た。また、心房中隔欠損、騎乗大動脈、肺動脈閉鎖を
伴う右心室低形成、調節帯形成不全がそれぞれ1例
ずつ報告された。

連絡先：
David Bolin, DVM, PhD 
david.bolin@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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時事解説
　「自然は壊れない、歪むだけだ。 」これは、最近テ
レビドラマで聞いた台詞である。ドラマは、忘れ去
られた病原体の遺伝子変異により起こった人類滅
亡の危機となる流行と戦う感染症医の話である。
病理学者でありかつて微生物学者だった私にとっ
て、微生物の絶え間ない進化に対するこの台詞は、
比較的単純な微生物が、生き残り増殖するために、
どのように迅速かつ継続的に環境に適応している
のかということを、いま一度深く考えさせた。不運
にも、少なくとも宿主にとってはであるが、宿主と
環境と微生物との複雑なバランスが乱れると、感
染症という結果に至る。
　このテーマは、2016年4月にアルゼンチンのブ
エノスアイレスで行われた第10回国際馬感染症
会議に世界中から馬感染症専門家が集まった際に
実証された。4年毎に開催される本会議は、馬臨床
医に優れた継続教育を提供し、最近の発展や進歩
を共有するために馬感染症研究者が集う。5日間
の会議では、ウマの感染症に関する現在継続して
いる問題やこれまでの問題、新しく認識された疾
患や新興疾患、重要な再興感染症を取り上げた。バ
イオセキュリティー、診断法、使役馬の疾患、新興
および再興疾患、消化器疾患、ウマの国際間移動、
神経系疾患、寄生虫病、繁殖系疾患、呼吸器疾患、他
器官の感染症から成る11部門で、それぞれ演題が
取り上げられた。
　私は全てのプレゼンテーションを満喫したが、
なかでも特に新興疾患と再興疾患に関する講演に
興味をひかれた。取り上げられた新興ウイルスは、
馬の腸管コロナウイルス（壊死性腸炎の潜在的な
原因）、タイラー病関連ウイルス（血清病とも呼ば
れる本病の原因であろうと新たに同定された）、そ
の他の肝炎の原因となりうるウイルス（ウマヘパ
シウイルスおよびウマペギウイルス）、アルゼンチ

ンで認められたブニヤムウェラウイルス（神経疾
患やあるいは流産の原因）、ヘンドラウイルス（主
に呼吸器と神経系を侵す急性致死性の人獣共通感
染症）などであった。他の興味深く注目すべき病態
として、駆虫剤耐性（寄生虫の薬剤耐性）、ウマの多
発性神経障害における微生物の潜在的な役割、
Streptococcus zooepidemicusに起因する腺疫様疾
患などがあった。また、フランスにおけるウエスト
ナイルウイルス（神経疾患の原因）やアルゼンチン
におけるSalmonella Abortusequi（流産や敗血症の
原因）の再出現についても取り上げられた。これら
の疾患の多くは、ある特定地域においてのみ出現、
あるいは再出現しているが、競技馬や繁殖馬の国
際間の輸送頻度が増加していることから国際的に
留意しなければならない。
　私達は、自然を破壊することはなく、臨床医や感
染症研究者が絶え間なく自然に挑み、感染症の発
生時に迅速に検出、監視、診断、処置し、さらには拡
大防止や制御をするための新たな方法を開発する
であろうことに安心してよい。

連絡先：
Alan T. Loynachan, DVM, PhD, DACVP 
alan.loynachan@uky.edu
(859) 257-8283 
Veterinary Diagnostic Laboratory 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
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　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　コロラド州で2月に発生した3件の水胞性口炎

が、2015年に米国で発生した本疾患の最終となっ
た。アリゾナ州、コロラド州、ネブラスカ州、ニュー
メキシコ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州
およびワイオミング州の8州で発生し、なかでも
最も発生件数が多かったのはコロラド州であっ
た。823件の発生が報告され、このうち329件で
ニュージャージー血清型ウイルスが陽性と診断さ
れ、494件はウイルス学的には確定診断されてい
ないものの臨床症状に基づいて診断された。
　イギリスおよび米国でインフルエンザの発生が
報告された。米国では、本疾患は風土病と考えられ
ている。カリフォルニア州およびフロリダ州にお
いて発生が確認された。
　馬ヘルペスウイルス1型および4型(EHV-1, -4)
に関連する疾患の発生がアルゼンチン、オースト
ラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、日本、南
アフリカ、イギリスならびに米国で報告された。 
EHV-1による呼吸器疾患が、フランス（2件）、ドイ
ツ（11施設で12例）、南アフリカ（馬ピロプラズマ
病を併発している2例）およびイギリス（1例）で確
認された。EHV-1に起因する流産が、アルゼンチン

（ワクチン接種済の1例）、オーストラリア（1例）、
フランス（4例）、ドイツ（3例）、アイルランド（9州
で13例）、日本（19施設でワクチン接種済のサラブ
レッド種牝馬51例）、イギリス（14例）および米国

（3例）で報告された。さらにEHV-1による劇症型の
新生子馬の単発症例がイギリスで診断された。
EHV-1による脊髄脳症が、フランス（7歳牝馬1頭
で、呼吸器感染の症状も認められた）および米国

（複数の施設で8件）で報告された。感染が確認さ
れた州は、アリゾナ州（1件）、カリフォルニア州（2
件）、フロリダ州（1件）、ジョージア州（1件）、イリ
ノイ州（1件）、ニューメキシコ州（2件）、ペンシル
ベニア州（1件）であった。
　フランス、ドイツおよび米国では、EHV-4による
呼吸器疾患の発生が確認された。フランスでは12
件の発生が報告され、そのほとんどは単発症例で
あった。米国では、EHV-4による呼吸器疾患が主に
離乳した子馬に認められ、少数のEHV-2および
EHV-5感染が報告された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール、
スイスおよび米国において、腺疫の発生が報告さ

れた。フランスでは13件が発生し、そのほとんど
が単発症例であった。ドイツでは1件、アイルラン
ドでは11件、シンガポールでは1件、スイスでは1
件発生した。米国において本疾患は風土病とされ
ており、14州で42件の発生が確認され、そのうち8
州においては多数の発生が報告された。
　ドイツでは、2施設のそれぞれ1頭の種牡馬で馬
動脈炎ウイルス感染症が確認された。
　馬伝染性貧血の発生がカナダおよび米国で報告
された。カナダでは、サスカチュワン州にある2牧
場において単発症例が診断された。米国ニュー
ヨーク州では、1施設において10頭のウマのうち5
頭に感染が確認された。
　フランスでは、風土病であるウマピロプラズマ
病の発生が報告された。スイスでは、Babes ia  
caballiとTheileria equiの混合感染が認められた単
発症例が発生した。米国ニューメキシコ州では、1
頭のクォーターホースにT. equi感染が確認され
た。
　ドイツでは、4頭の種牡馬と1頭の牝馬に
Taylorella equigenitalis感染が確認された。
　米国ケンタッキー州で馬ヘルペスウイルス3型
の感染が1例診断された。
　米国では、11例のLeptospira  pomona var  
kennewickiによる流産および数例のAmycolatopsis 
spp. あるいはCrossiella spp.に関連したノカルジ
ア型胎盤炎の発生が報告された。
　ドイツ（1例）および米国（Salmonella B群 に関連
した6例と型別不明なSalmonella spp. 6例）でサル
モネラ症の発生が認められた。ドイツでは、1頭の
子馬におけるロタウイルス感染症が報告された。
米国ケンタッキー州では、子馬のLawson i a  
intracellularis 感染症が3例確認された。米国では、
数件の子馬におけるClostridium perfringens 毒素
型A型菌によるクロストリジウム性腸炎の発生も
報告された。
　米国フロリダ州とサウスカロライナ州のウマそ
れぞれ1頭に狂犬病が確認された。
　米国ではロドコッカス関連疾患が風土病として
報告され、多数の発生が確認された。

＊オーストラリアは、2015年第4四半期報告書よ

り

ベクター媒介性疾患とそれらがもたらす新たな脅
威
　ベクター媒介性疾患は、それらが発生している
世界中の国や地域において、ヒトや家畜に対して
非常に重大な脅威となっている。 歴史的にそうし
た疾患の多くは、しばしば地理的に限局して分布
しているとされ、また他の大陸や半球の遠く離れ
た国においては、ヒトや動物に対して危険がない
と考えられていた。しかしながら、過去20年間に
多くの疾患の分布が変化し、人々から安心感を
徐々に奪ってきた。もはや我々は、ある特定の感染
症の病原体の未来の分布を、自信を持って予測す
ることはできない。このことを典型的に示す最近
の例は、ともにヒトの病原体であるチクングニア
ウイルスやジカウイルスの予期せぬ爆発的な流行
であり、これらは数十年前も前に発見されていた
アフリカを起源とするものである。このような問
題は、黄熱がアンゴラ、コンゴ共和国やウガンダか
らEU加盟国や、さらに遠く離れたアメリカやアジ
アの熱帯地域へも広がっている危険性によって
も、さらに注目されている。
　ヒトや動物の新興感染症のなかで最も重要な疾
患は、ウエストナイルウイルス、チクングニアウイ
ルス、ジカウイルスなどのアルボウイルスによっ
て引き起こされる。それらは、一本鎖RNAウイルス
であり、複製周期毎に1000塩基あたり1塩基とい
う高い変異率を有する。アルボウイルスは、自然界
において媒介節足動物によって伝播される。アフ
リカ豚コレラウイルスを除いて、医学的あるいは
獣医学的に重要なアルボウイルスはすべて、ブニ
ヤウイルス科、フラビウイルス科、レオウイルス
科、トガウイルス科の4科に属している。それら
は、自然界において、ある特定のウイルスに感染す
る宿主（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類）とキャリ
アーとなってウイルスを他宿主へ伝播するベク
ター（蚊、ダニ、サシチョウバエ、ヌカカ）によって
形成される感染環によって維持される。
　最も重要なヒトのウイルス性疾患には、アルボ
ウイルスによって引き起こされるものがあり、そ
れらの多くはフラビウイルス科やトガウイルス科

に属する。これらには、黄熱、デング熱、日本脳炎
（JE）、ウエストナイル脳炎（WNE）、ジカウイルス
感染症、東部馬脳炎（EEE）や西部馬脳炎（WEE）、ベ
ネズエラ馬脳炎（VEE）、チクングニアウイルス感
染症などの重要な感染症がある。また、アルボウイ
ルスは多くの非常に重要なウマの疾患の原因とな
る。なかでも最も重要なものとしては、アフリカ馬
疫（レオウイルス科）、VEE、EEEやWEE（トガウイル
ス科）、JE、WNEやマレーバレー脳炎（フラビウイ
ルス科）などが挙げられる。以上のことから、上記
のウマの感染症の多くは人獣共通感染症の病原体
により引き起こされることがよくわかる。
　アルボウイルス感染症による健康への影響を評
価する際の大きな問題は、原因微生物がヒトや動
物に対する病原性が強い株へ変異する可能性であ
る。このような例としては、ヨーロッパでのウマに
強い病原性を持つウエストナイルウイルスの変異
株（系統2）の出現が挙げられる。ヒトのチクング
ニアウイルスや最近ではジカウイルスについて
も、同様の現象が認められてきた。ジカウイルスの
複数の株が強い神経親和性を獲得し、胎児の神経
系の異常の原因となり、またヒトに対してギラン
バレー症候群の発生率を増加させた証拠が次々と
あがっている。
　流行を起こしうる別のアルボウイルスが出現す
るという脅威に、将来直面する可能性は大いにあ
り得る。我々が現実になりつつあるそのような脅
威を上手く予防するためには、出現する可能性が
あるそれらのウイルスを認識し、またそれらの生
物学的特性や疫学を理解する必要がある。そして
そのためには、より効果的なベクターの制御方法、
積極的な監視、ウイルス診断能力を高めることが
必要とされる。

連絡先：
Peter Timoney, MVB, MS, PhD, FRCVS 
ptimoney@uky.edu
(859) 218-1094 
Maxwell H.Gluck Equine Research Center 
University of Kentucky 
Lexington, Kentucky
 

Mcr-1とその他の薬剤耐性遺伝子：ウマに対する
脅威は何か？
　最近ヒトや動物から分離された細菌において
mcr-1薬剤耐性遺伝子が確認されたことによって、
新興多剤耐性菌のまん延が懸念されている。多剤
耐性グラム陰性菌、特に腸内細菌科 (例：大腸菌、
KlebsiellaやEnterobacter)の多剤耐性菌は、新しい
ものではなく、多様な遺伝子による耐性が次々と
出現している。それにもかかわらず、mcr-1の出現
は問題である。なぜなら、それはいくつかの薬剤耐
性菌に起因する難治性の感染症の唯一の有効な選
択肢となり得る抗生剤であるコリスチンに対して
耐性をもたらすからである。mcr-1が、抗生剤の選
択 肢 が な い 感 染 症 、す な わ ち 汎 耐 性

（pan-resistant）感染症の時代の先駆けとなること
の懸念が浮き彫りになってきた。
　馬獣医学は、多剤耐性の腸内細菌科などの耐性
菌によってもたらされる問題から免れることはで
きない。近年、ウマにおける基質拡張型βラクター
ゼ（ESBL）を産生する腸内細菌科に関する様々な
報告がある。これらは、ペニシリン系ならびにほと
んどのセファロスポリン系に対して耐性があり、
また多くは他の様々な抗生剤に対しても耐性を獲
得しており、治療の選択肢を制限する。アミノグリ
コシド系（例：アミカシン）やカルバペネム系（例：
メロペネム）にのみ感受性を示すことが共通して
認められるパターンである。
　ESBL産生菌は、多くの国で、臨床的に健康なウ
マと感染症に罹患している馬の集団両者から分離
されている。
　カルバペネムはウマではほとんど使用されてい
ないが、ペニシリン系、セファロスポリン系やカル
バペネム系、そして他の様々な抗生剤に耐性を示
すカルバペネマーゼ産生腸内細菌科（CPE）やアシ
ネトバクターは、少数のウマに認められている。こ
のような細菌の感染は、他の作用機序の抗生剤に
対する耐性も通常獲得しており、実際上、ウマに使
用できる抗生剤が限定されてしまうことから、「汎
耐性」につながる。さらに注目すべきことは、ウマ
で認められるESBLは、ヒトと同じ種類（例：
CTX-M-15）であることが多いという事実であり、
人獣共通感染症の可能性およびウマの感染のある

ものはヒト由来の可能性があるということを示し
ている。
　馬産業やウマの獣医師にとって、mcr-1が同定さ
れたことはどのような意味を持つのであろうか。
mcr-1保有細菌に感染したウマを診る可能性は非
常に低い。
　しかしながら、こうした遺伝子を持つ細菌がヒ
ト、食用動物や環境中で増加すれば、ウマへの感染
は恐らく避けられないであろう。あまり注目され
ていないが、限局的な地域レベルでのセファロス
ポリン系、フルオロキノロン系およびアミノグリ
コシド系に対する耐性は、発生数の増加と治療の
選択肢が限られることから、ウマにより大きく関
わってくるであろう。
　いずれにせよ、ヒトでの出現傾向を認識してお
くことは重要である。ヒトで新たな問題が出現す
ると、同じ問題がヒトと密接に接触するウマにも
発生する可能性があり、それらは、ヒトとウマの間
での伝播（両方向）や他の共通の感染源（例：食用動
物あるいは環境から）によることが考えられる。
　獣医師は、多剤耐性病原体に感染したウマを診
ることが多くなっており、問題となる病原体は変
わり続ける。20年前、ウマにおいてMRSAやESBL
は、ほとんど注目されていなかった。現在では、そ
れらは決して珍しくない。この先20年間（とまで
はいかなくてもこの先5年間）は新たな抗生剤耐
性病原体に対する挑戦が続くであろうということ
に疑う余地はほとんどない。抗生剤耐性という災
難との闘いに簡単な答えなどない。
　しかしながら、問題に対して意識して臨むこと、
適切な抗生剤の使用、抗生剤の使用を減らすため
に感染症をコントロールする方法に注目すること
は、すべてのウマの獣医師やウマの世話をする者
が取り組むことが出来る基本的でかつ実践できる
重要なことである。

連絡先：
J.Scott Weese, DVM, DVSc, DipACVIM
jsweese@uoguelph.ca 
Ontario Veterinary College 
University of Guelph 
Guelph, ON, N1G2W1

ウマの妊娠期の診断ツールとしてのプロゲステロ
ンの利用
　プロゲストーゲン（訳注：プロゲステロンおよび
同様の作用を有する類似化合物の総称）は、ステロ
イドホルモンに分類され、その多くは胎子の維持
や子宮の休止状態維持に寄与する。ウマでは、妊娠
期間中の母体循環系において、少なくとも10種類
のプロゲストーゲンが知られている。現在までに、
その中の2、３種類のみで生物活性が知られてい
る。プロゲステロンは、この種のステロイドホルモ
ンの中で最もよく知られており、唯一臨床的に診
断に応用されている。妊娠初期において、プロゲス
テロンはウマの卵巣内で黄体（CL）によって産生
され、高い濃度を維持し、妊娠60日目から120日目
の間がピークである。その後、プロゲステロンは
徐々に減少し、およそ妊娠180から200日目でほ
ぼ検出できなくなる。妊娠後期には、胎子胎盤から
産生される他のプロゲストーゲンが、妊娠維持に
寄与する。これらは妊娠60日目までに初めて検出
され、およそ妊娠120日目から140日目以降出産
まで、妊娠を正常に維持する。
　血中プロゲステロンは、妊娠初期における黄体
機能を評価するために診断的に用いられてきた。
血中プロゲステロン（P4）濃度が1 ng/mL以上の場
合、黄体組織が存在していると考えられ、卵胞が排
卵され、黄体が形成されてプロゲステロンを産生
していることを示している。血中プロゲステロン
濃度が4 ng/mLである場合、妊娠維持に適切であ
ると考えられる。妊娠期間中に内因性プロゲステ
ロンをモニターし、プロゲスチン（合成プロゲステ
ロン）で補う場合として、子宮内感染、妊娠損失の
既往、黄体機能不全など様々な理由がある。
　検査技術やプロゲストーゲンに関して、いくつ
か重要な点が解明を求められている。今日まで、全
ての臨床獣医診断機関は、血中プロゲステロンの
測定に免疫測定法を用いている。これらの検査法
の特異性は、検査に用いる抗体によって規定され
る。妊娠120日目以降の妊娠後期に存在する異な
るプロゲストーゲンの構造の類似性により、抗体
がこれらの異なる分子を区別することができない
ために、誤ったあるいは不正確な結果が得られる
可能性がある。

　さらに、異なる抗プロゲステロン抗体は交差反
応の程度が異なるために、各々のプロゲステロン
測定法では、異なる量のプロゲステロンを測定す
ることとなり、検査機関によって異なる結果と
なってしまう。各臨床検査機関には、それぞれの独
自のプロゲステロン測定法による基準範囲がある
ために、どのようなプロゲステロンの検査結果に
対しても、最良の臨床的解釈は、測定検査機関から
提出されたものであると強調することは重要であ
る。免疫測定法における特異性不足や検査機関間
でのばらつきは、液体クロマトグラフィー質量分
析(LC-MS)を使用することによって克服すること
ができる。LC-MSによって、研究者達は妊娠後期に
おける異なるプロゲストーゲンの変化を評価で
き、さらに妊娠後期における胎盤障害と特定のプ
ロゲストーゲンの変化との関連性を解明すること
ができた。LC-MSに切り替えることは、診断結果が
より高い特異性を持ち、定量可能なプロゲストー
ゲンがより多種類となることから、検査機関に
とって有益であろう。
　要約すると、牝馬におけるプロゲステロンの現
行の検査法は、およそ妊娠120日目までの、黄体組
織の存在の評価 (P4>1ng/mL)および、血中プロゲ
ステロン濃度が初期の妊娠維持に適切であること 
(P4>4ng/mL)の確認に有用である。
　それ以降から出産までは、現行の臨床検査法は、
母体循環系に存在するさまざまなプロゲストーゲ
ンの存在により、信頼性が劣る。LC-MSの使用によ
り、これらの限界を克服することができる。

連絡先：
Alejandro Esteller-Vico, DVM, PhD
aestellervico@uky edu
(859) 218-1098
Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, Kentucky

ウマの心血管系の先天異常
　ウマの先天性心血管奇形は稀であり、推定有病
率は0.1-0.5%である。性差は認められず、品種によ
る違いも明確でない。心血管奇形は、大きく単純型

（一つの異常のみ）と複合型（複数の異常が混在す
る）に分類される。各々の大カテゴリーは、心筋、血
管、弁と罹患組織を基にさらに細かく分類される。
複合型奇形は典型的には複数の組織におよび、そ
の予後は非常に悪い。
　臨床症状は、重篤度や発症年齢によって異なる。
典型的な臨床症状として、発育不良、運動不耐性、
心雑音、頻脈、呼吸困難やチアノーゼなどが挙げら
れる。罹患馬は死亡して見つかることが多いが、心
血管奇形を伴う全てのウマが異常によって臨床症
状を発現したり、あるいは死亡したりというわけ
ではない。症例によっては、心血管異常が剖検時に
初めて偶発的に確認され、死亡原因と関係しない
こともある。
　心室中隔欠損(VSD)は、最も頻繁に報告されるウ
マの先天性心奇形である。この異常は、心室中隔に
おいて小孔が開存しているのが特徴であり、血液
循環において重要な役割を担う左右両心室間の血
流交通の原因となる。この小孔は、心内圧の変化、
小孔を介した血流短絡、代償性肥大（心筋の増大）、
また重度の症例では全身性異常（チアノーゼなど）
という結果を招く。欠損が小さいと、ウマは無症状
である可能性があり、あるいは加齢とともに臨床
症状を発現していくかもしれない。VSDは、ファ
ロー四徴症や総動脈幹症などの複合型の心臓異常
を構成する疾患のひとつでもある。
　ウマにおける他の障害には、以下が挙げられる。

・心房間における異常な血流の交通。例：心房中隔
欠損や卵円孔開存
・大血管間における異常な血流の交通。例：動脈管
開存.
・大血管の奇形。例：総動脈幹（大動脈と肺動脈の境

界が発達せず1本の血管が心臓から出ている）
・大血管の変位。例：完全転位（右心室は大動脈に血
液を駆出し、左心室は肺動脈幹に血液を駆出する）
や両大血管右室起始症（大動脈と肺動脈幹がとも
に右心室から起始する）
・心臓弁の異常。例：三尖弁閉鎖症
・大動脈騎乗、肺動脈狭窄、心室中隔欠損、右心室肥
大から成るファロー四徴症

　2010年から2015年におけるウマの先天性心奇
形症例について、ケンタッキー大学獣医診断研究
室に保存されている記録が調査された。期間中、
18例が先天性心奇形と診断された。そのうち14例
はサラブレッド種、2例はアメリカンサドルブレッ
ド種で、アラビア種とスタンダードブレッド種が
それぞれ1例であった。12例が牝馬、5例が牡馬で、
1例は性別不明であった。10例が心室中隔欠損と
診断され、そのうち9例に単純型、1例に複合型の
異常が認められた。複合型の異常は、肺動脈狭窄と
関連していた。ともに心室中隔欠損を伴う、ファ
ロー四徴症および総動脈管症が2例ずつ診断され
た。また、心房中隔欠損、騎乗大動脈、肺動脈閉鎖を
伴う右心室低形成、調節帯形成不全がそれぞれ1例
ずつ報告された。

連絡先：
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。
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KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。

図1
A: 装蹄療法に反応しない、慢性膿瘍および骨改変病変が持続し
た蹄葉炎レントゲン所見。B: 蹄踵負面を削切。C: 蹄踵を削切後、
蹄鉄の位置を決めるために蹄側望からレントゲン撮影を実施。
蹄踵の厚尾端から蹄骨下縁（黄色線）に平行に直線を引く（青
線）。この直線と合致するよう蹄鉄を装着する。蹄前面の蹄冠帯
上端（赤丸）から降ろした垂線を基準に、前記青線と蹄下面との
距離(Xmm)を求める。これが、蹄前面の挙上される高さとなる。
D: 蹄鉄は、蹄踵負面と平行に付設。蹄前面ではレントゲンで測
定しておいた距離(Xmm)と同じ高さになるように挙上。E: アク
リル製樹脂とファイバーグラス繊維を使って蹄鉄ごと蹄壁を
覆うように接着装蹄する。F:蹄骨下縁に対して適正な位置にな
るよう蹄鉄を装着した結果（レントゲン所見）。 

図2
A: 蹄骨が蹄底を突き破った症例のレントゲン所見。B: 深屈腱を
切断して蹄鉄を適正に付設した同蹄。C: ３ヶ月後の同蹄。跣蹄
で繋養。蹄底角質の厚みが増し、趾軸も改善。

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。

図3
A-C: 明瞭な骨欠損を伴わないものの、蹄骨前面の壁側面には窪みやギザギザの刻みが、蹄骨縁には剥離様の骨折が、また蹄骨尖では骨リモ
デリングが認められる。これらの全ては中程度の骨病変を意味する。D&E: 蹄骨は短縮し、明らかな骨欠損が認められ、重篤な骨病変と判断
できる。

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。

図4
A: 蹄尖側への蹄骨ローテーションと外側方向に片側性ロー
テーションを呈した右後蹄。蹄冠の障害から外蹄側壁は生長遅
延を起こし、蹄冠における蹄壁中層の上端が突出しているよう
に触診される。しかし、蹄冠裂創は形成されていない。蹄冠直下
において造溝術を実施。これは、正常な蹄壁生長を再開させ、蹄
冠裂創を予防する。B: 造溝後５ヵ月を経過した同蹄。

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。

図5
A: 深屈腱切断術と趾軸矯正装蹄が必要な重篤な蹄骨ローテー
ション。蹄前面の蹄冠に裂創が見られる（蹄冠裂創）。触診にて蹄
冠膨隆と疼痛が診断された。B: 蹄冠組織を圧迫から解放し、正常
な蹄壁生長を回復する目的で部分切除した。C: １年後の同蹄。

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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深屈腱の切腱術および趾軸矯正法
　深屈腱の切腱術は、地面と蹄骨の位置関係につ
いて速やかに矯正できる利点を有する。趾軸矯正
の際に接着装蹄を多用するが手術前のスクラブで
湿らせることによって接着が不十分となる可能性
があることから、私は、術前に装蹄することを好ん
でいる。趾軸矯正では、着装後に蹄骨が地面に対し
て水平になるように負面を削蹄し、蹄鉄を接着す
ることにある。加えて、蹄鉄は、切腱術後に蹄尖の
過背屈を防止するために、十分鉄尾を延長しなく
てはならない。

切腱術のための蹄の準備/趾軸矯正のための装蹄
（図１）
　いずれの症例においてもデトミジンの静脈投与
によって鎮静を施し、カルボカインを用いて内外
側の種子骨神経を局所麻酔することによって、装
蹄やレントゲン検査が容易となる。蹄踵は、生きた
蹄角質（水分の多い軟性域；慢性蹄葉炎の項を参
照）まで出来る限り削切する（図1A,B）。蹄踵を削切
後には、側方像のレントゲン検査を実施する（図
1C）。側方レントゲン像を見取り図として利用し、
蹄鉄の装着角度が適正になるように何個所かを計

測する。レントゲン写真上で、まずは蹄負面の最後
尾から蹄骨下縁と平行に仮想線を引く。この線は、
蹄鉄を仮想的に表す。次いで、以下の方法で蹄匣

（鞘）にこの仮想線を投射するかのように装蹄す
る。まず、実馬の蹄尖部蹄冠から蹄下面に向けて垂
線を下ろし、蹄下面と交わる部位の蹄匣（鞘）に刻
みを入れる（ちょっと削ってマーキング）。レント
ゲン上で、同じように垂線を引きこの線が蹄鉄の
仮想線と交差するところをマークする。これは多
くの場合、実際の蹄匣（鞘）の下面よりも下に位置
するであろう。その場合、その交差点と蹄との距離
を計測する必要がある (図1D) 。この計測値は、前
述の蹄匣（鞘）につけた刻みを基点に、どれだけ蹄

尖を挙上させるかの高さを表している。
　蹄鉄は、アルミを造鉄したものや既製品に蹄踵板

（ヒール・プレート）を溶接したものが使われる。
ヒール・プレートの付設は、蹄底保護に役立つとと
もに蹄球や蹄踵といった蹄の掌側面を支持するこ
とにも繋がる。蹄底充填剤は、よく混ぜて蹄底に充
填する。蹄鉄は、レントゲン像で設定したのと同じ
角度でしっかりと接合させる必要がある（図1E）。
適切な角度に蹄鉄を装着するために、しばしば、ウ
エッジ状に持ち上げた蹄尖部に印象材（歯形をとる
時に使う歯科用充填剤）を詰めることがある。この
時点で、先に蹄匣（鞘）につけた刻みと蹄下面の距離
がレントゲンで測定した距離と同じになるよう蹄
鉄が装着されているかをチェックしなければなら
ない。求める適切な角度になっていたら、アクリル
系接着剤を充分に染み込ませたファイバーグラス
繊維を用いて蹄鉄を接着する (図1E, F) 。蹄鉄は、蹄
尖部をオープンにした状態で蹄側と蹄踵で接着す
る。蹄尖部を接着することは蹄葉炎では禁忌であ
る。この装蹄方法は、蹄尖部がひどく損傷している
多くの症例でも十分機能する。こうして装蹄された
蹄は通常よく反応し、装着4週から6週後には蹄尖
の蹄底は非常によく生長して厚くなる(図2)。
　しかし、もし蹄骨が片側性ローテーション（内外
側の一方に変位）することで蹄踵も蹄側も損傷し

ている場合は、蹄骨がローテーションしていない
側の蹄鉄を僅かに低く接着するのがよい。例えば、
内側への片側型ローテーションの場合、外蹄踵側
に重心が寄るように外側の負面が低くなるよう蹄
底充填剤を入れ、蹄鉄を装着する。装蹄後は、蹄の
損傷している場所にかかわらず、矢状面、水平面ど
ちらから見ても蹄骨下縁は地面に対して水平に
なっているべきである。装蹄後は、手術準備（スク
ラブ）の間、水に濡らさないようにするために、ビ
ニールでラップする。全ての切腱術を管の中央で
実施する。ただし、そこに瘢痕組織や陳旧化した腱
損傷がある場合には、繋部にて実施する。患肢は、
カルボカインを用いて中手骨、中足骨の近位にて
ハイ４ポイント神経ブロック（high four point 
nerve block）およびリング状神経ブロック（ring 
block）をする。もし手術が、繋部にて実施される場
合、反軸側にある内外の種子骨神経を局所麻酔し
ても良い。術部は、毛刈りをしてからスクラブす
る。管中央の深屈腱外側にて3/4インチから１イ
ンチを皮膚切開する。その後、メッツェンバウムを
用いて、深屈腱周囲を剥離していく。腱を分離する
ために変形しても元の形にもどる小さな可鍛性リ
トラクターが用いられる。深屈腱は、No.15のメス
刃を用いて完全切断する。1-0スプラミッド（非吸
収糸）を用いて垂直マットレス縫合にて皮膚を閉
創する。中手骨、中足骨には、コットンガーゼと非
固着性ドレッシングを用いてバンテージする。
　繋の位置で手術する際には、蹄球の直上の掌側
中心を切開する。切開は、深屈腱の腱鞘を含めて約
1から1.5インチの長さで行う。モスキート鉗子を
用いて深屈腱を分離し、把持した後に完全切断す
る。腱鞘は、2-0バイクリル（吸収糸）で単純連続縫
合を実施し、表皮は、1-0スプラミッドを用いて垂
直マットレス縫合にて閉創する。創部は、非固着性
ドレッシング材で覆い、蹄から管までをバンテー
ジする。装蹄、切腱術後、側方のレントゲン検査を
行い、理想的な趾軸であるかを確認する。蹄関節の
脱臼は、通常みられる所見である。脱臼は、いくつ
かの症例でよりはっきり見られるが、長期間に渡
る問題にはならない。通常、切腱部が治癒した2か
ら3改装後には、修復されている。何れの症例も蹄
骨が水平になり、蹄尖、蹄踵側蹄底が十分生長する

まで5から6週周期で同様の装蹄を行う。

深屈腱切断術とデ・ローテーション装蹄
　慢性蹄葉炎の治療において深屈腱の切腱術には
議論の余地がある。文献上で様々な成功率が報告
されているように、これは各手技や個人の経験に
よって大きく結果が影響されるといえる。成功率
の違いは、蹄の病態や管理方法による違いが大き
な要因となっている。我々の診療所では、先に報告
した趾軸矯正法で245例を治療した。成功率は、次
の項目を基準に決めた。すなわち、骨病変の程度、
蹄底穿孔(蹄底脱)の程度、蹄骨の掌側変位の程度、
罹患した患肢数、および前肢か後肢かの違いであ
る。様々な要因に対する治療成功率を知ることは、
本処置が必要な同様の症例の予後判定の助けとな
る。各症例とも、術後一年の間、最低でも放牧を大
過なく過ごせたものを手術成功と考えた。
　骨病変は、側方からのレントゲンのみで評価し、
骨病変なし、中程度、重度に分類した。中程度の骨
病変では、骨融解、蹄骨下縁の骨折、蹄骨蹄尖域の
脱灰あるいは壁側面の陥凹など明瞭な骨病変は認
められないものの、蹄骨尖の軽度な骨リモデリン
グあるいはリッピング（尖端の骨縁がめくれ上が
るような変化）を起こしていた。また、重篤な骨病
変では、終動脈弓に達するほどの明らかな骨融解
や蹄骨尖の短縮化が起きていた（図3）。骨病変も
なく、蹄骨の垂直下方への変位（シンカー）あるい
は蹄底からの突出（蹄底脱）もない群では、術後の
成功率は83％であった。中程度の骨病変はあるが
シンカーや蹄底脱のない群では、成功率は93％で
あった。重度の骨病変があるがシンカーや蹄底脱
のない群では44％の成功率であった。シンカー型
蹄葉炎での成功率は18％であった。蹄底脱はある
が、シンカーや骨病変のない群では88％であっ
た。罹患肢の数や前肢、後肢での予後の差は認めら
れなかった。成功した症例のうち13％は運動復帰
を果たすことができたが、そのうちの4例はシン
カー型だった。重度の骨病変がある場合は、運動復
帰できたものはなかった。興味深いことに、中程度
の骨病変群が骨病変のない群よりも手術成功率が
高い傾向があった。この説明として、骨病変が進行
するには少なくとも45日以上を要することが上

げられる（骨炎では、もっと早く骨融解をおこす）。
骨病変が蹄骨の治癒に手間取る間に、蹄踵内での
蹄骨の安定度が促進されたと推察される。また、骨
病変が無くても急性に蹄骨の安定性が失われる症
例では、骨病変が進行する以前に安楽死処置が取
られてしまっているのかもしれない。
　ローテーションがどれだけ重度かは予後に影響
がなかった。たとえ蹄底脱を起こしていたとして
も、重度の骨病変やシンカーが無い限り治療は良
好だった。切腱術とデ・ローテーションの組合せで
もっとも高い成功率を示したのは、蹄骨の健全性
がかなり良好で、蹄骨の機械的不全（葉状層での蹄
骨牽引力の崩壊のこと）が蹄骨尖には起きていな
い場合だった。急性のシンカー型蹄葉炎では、治療
を実施するものの予後は大変悪かった。我々の調
査では、シンカー型に対する切腱術の成功率は
18％となっているが、これは我々が経験した全て
のシンカー型症例を評価した結果ではない。多く
のシンカー型蹄葉炎では、治療を選択されずに安
楽殺処置が施されている。治療法の一つとして切
腱術が行われたシンカー型蹄葉炎の成功率が

18％であったということである。切腱術を成功さ
せる為には、いくつかの基準に合致しなくてはな
らない。適応例の選択、施術の時期、指（趾）軸矯正
装蹄は、切腱術の重要部分であることを考えなく
てはならない。そして最終的には運動が必要とな
る。可能であれば、小さな馬場に放す、曳き手で散
歩しながら牧草をはませるのが良い。

切腱術を実施するタイミング
　切腱術を実施するタイミングは重要である。手術
は、骨病変が進行する前に実施するべきである。も
し、蹄骨が重篤に犯されてしまうと、それは慢性的
な疼痛の原因となってしまう。そういった症例の術
後は、蹄への荷重が困難となって通常どおり肢を動
かせなくなる。すると、切腱部に増生してくる豊富
な結合組織が早急に切断部を再結合させ瘢痕収縮
が起これば、本術式で腱緊張を緩和した効果が薄れ
てしまう。そして、こういった症例では、切腱域が埋
まっていく過程で浅屈腱と深屈腱が癒着しやすく
腱性拘縮、すなわち短縮した腱により蹄関節の可動
範囲が狭くなり、屈曲性に固定されやすい。

　手術のタイミングを考える上でもう一つの側面
を理解しておくと良い。それは、患肢において、術
後できるだけ速やかに通常どおりの体重負荷を回
復させることを目標にするという点である。その
ためには、感染治療あるいは必要なデブリードメ
ントを実施予定の切腱術前に行っておくことは効
果的であろう。だが、これはすべての症例で実施で
きるとは限らない。というのは、多くの場合、感染
は蹄骨の変位によって組織が圧迫されたところで
二次的に発症するものであるし、また、切腱術と趾
軸矯正装蹄の実施時に感染症治療がしばしば必要
となるため、先んじた抗菌薬治療は不適切である
からである。術後、私は患肢に負重を促すために、
曳き運動をしたり、放牧地にて手綱で補助しなが
ら草を食ませたり、あるいは小さなパドックに放
牧する。馬房内休養、患肢を安静下に置きつづける
あるいは横臥の状態が維持されるなら、関節が拘
縮した状態で切腱部が治癒してしまい、この手術
から得られる恩恵は何もなくなってしまう。この
ことから、私は、可能なかぎり早急に切腱術を実施
するようにしている。私の個人的な見解だが、多く
の臨床家は手術を実施するまで待ち過ぎてしま
い、結果的に蹄に修復できないダメージを患わせ
ている。この事が、いくつかの調査にて切腱術の成
功率が低くなってしまっている理由である、と私
は考えている。慢性非代償性（非安定型）蹄葉炎は、
二次的副作用（骨炎、蹄冠裂創）が発生する前に定
期的に評価し、主観的な判断がなされるべきであ
る。もし装蹄療法のみで回復できない場合には切
腱術を実施するタイミングとみなす。切腱術実施に
おいて最も大事な点は、術前、術後の蹄の管理であ
る。外科手術と適切な装蹄の組み合わせは、長期間
の成功をもたらすために不可欠なものといえる。指

（趾）軸矯正装蹄のない切腱術は、一時的な改善しか
期待できず、たいがい生存率に影響を与える。

蹄冠帯の保護
　蹄骨が著しく変位した安定しない蹄の状態で
は、しばしば蹄冠帯の内部に組織の圧迫が起こる。
蹄冠枕（蹄冠真皮）は蹄骨の伸筋突起に潰され、蹄
冠乳頭は捻れるか波状にたわんでしまう。この結
果、生長の方向性が狂った蹄壁が生えてくる。正常

なら近位から遠位へ生長する蹄壁は、膨張したり
凹んだりしながら“さざ波”のような形状を示すよ
うになり、後々、異常な蹄壁は不整蹄輪として観察
されるようになる。
　蹄冠帯が圧迫されただけなら蹄冠真皮はまだ無
傷である。だが、そこから産生される蹄壁の生長速
度は遅くなってしまう。蹄骨の掌側変位が進行する
と、硬質な蹄匣（鞘）の上縁よりさらに下方に軟部組
織は落ち込み、傷害を受けた角質と軟部組織の分離
が起こって蹄冠帯に裂創ができる。この分離した部
分を蹄冠裂創; Coronary shear lesionと呼ぶ。

蹄冠帯の造溝術
　蹄冠帯の保護および正常な蹄壁生長の回復を目
指すには、適切な装蹄技術がまず実施されなくて
はならない。これに加えて、蹄冠帯の造溝術が補足
的で良い治療結果をもたらす。この技術は、遅く
なった蹄壁の生長を手っ取り早く速める方法であ
り、蹄冠帯を保護することにもつながる。蹄輪があ
れば、造溝位置を決める際の便利な目印となる。蹄
壁が食い込んだ感じの不整蹄輪の出現する位置や
様相に対応するように、1/4インチのドレメル社
製リューターまたは蹄鑢の端角を用いて蹄壁に造
溝する。造溝は、その遠位端が冠毛の生え際から
1/4インチ下あたりに実施するのを勧める（図4）。
掘る深さは蹄壁の表層から深層までの全層を少量
の出血が確認できるまで注意深く行う。

近位蹄壁の局所切除
　蹄冠に裂創が進行したり重篤な圧迫が生じたり

した場合には、近位の蹄壁は力学的負荷により変
形して、しばしば蹄冠からの蹄壁生長が阻害され
る。蹄冠裂創に続いて腫大や疼痛が発生した場合、
蹄壁の近位領域を部分切除し、蹄冠帯を再生させ
て適切な蹄壁生長を担保する必要がある。
　切除域は蹄冠裂創から下の蹄壁表層から深層ま
での全層とし、その両端は徐々に正常な蹄冠帯の
表層に移行するようにする。切除域の高さは、蹄尖
では蹄冠帯から1/2～1インチ下までとし、両端は
徐々に正常な蹄冠帯に移るよう幅を細くしてい
く。切除すべき蹄壁に半楕円形状にしるしを書き
込むと良い。ドレメル社製リューターや蹄鑢、ギプ
スカッターなどで、マークした蹄壁部分を切る。そ
の後鉗子を使い、切った蹄壁を取り除き、消毒液で
浸したガーゼを詰め込む（図5）。その部分は、
10~14日以内に上皮化するはずである。そうする
ことにより正常組織は、数か月後に蹄冠帯から再
生してくる。上皮化した組織の再生不良や、切り出
した蹄壁の近位側真皮の障害が継続することは、
さらに遠位での切除が必要となる兆候である。
　亜鉛を含む局所製剤は、上皮化の生長を持続的
に促すかもしれない。外傷でのドレッシング材の
ように消毒された羊膜で削切域を覆うことによっ
て、迅速に上皮化が見られる。蹄側から蹄踵にかけ
て近位蹄壁を切除しなければならない症例では、
フット・キャスト（蹄に巻くギプス）を利用するこ
とを推奨する。蹄匣（鞘）を安定化させるだけでな

く、キャストによってより均等な荷重が実現する
ことは、上皮化を促し、より安定した蹄匣（鞘）をつ
くる助けになるだろう。

内外側への片側性下方変位（片側性ローテーション）
　下肢部の趾軸の状態によっては、蹄葉炎により
内あるいは外側の片方に蹄骨が下方変位すること
がある。こういったケースのいくつかは、急性蹄葉
炎における蹄骨ローテーション予防を目的とした
厚尾による矯正装蹄が原因であったりする。厚尾
の付設は、蹄骨尖でローテーションを起こす力、す
なわち蹄尖域の葉状層を牽引する力を減弱すると
考えられるが、その一方で、蹄踵にかかる荷重を内
あるいは外蹄側にシフトしてしまい、蹄側にかか
るストレスが増す。このことから、厚尾にしてロー
テーションを起こりにくくする努力が、意図せず、
蹄側壁の荷重増とともに片側性ローテーションを
助長しているかもしれない。
　沈下が起きているかどうかを判断する方法は、蹄
冠帯を触診するのがもっとも正確である。蹄冠帯の
へこみや蹄壁の出っ張りが、沈下の兆候である。典
型的なレントゲン所見は、軟部組織の不透過と蹄冠
における「ハロー」の形成である。片側性ローテー
ションが見られた場合は、ウエッジを取り除き、蹄
に軟らかいゴム・バッドやブーツをあてて、馬を平
らな場所で繋養する。こうすることで、もっとも
しっくりとはまる形状でゴム・バッドを履かせら
れ、傷害部にかかるストレスを軽減できる。この時
点で、適正な位置に蹄冠帯の造溝術を実施する。
　前述の対処に反応しない、垂直あるいは片側に
蹄骨が沈下した蹄では、蹄底に1/2インチ厚の
カーペット・フェルトを敷いた上でキャスト（蹄ギ
プス）を巻く、あるいは蹄下面にエラストマー（常
温でゴム弾性を示す高分子物質）を当てて保護す
る。私のやり方では、キャストを巻いた後、蹄下面
に軽くドーム状に突出させるようにエクイロック
ス；Equilox（Polymethyl methacrylate 粘着性樹脂）
を充填する（図6）。これによって、どの方向へも蹄
が反回しやすくなり、蹄の軸側（蹄の正中側）に荷
重する傾向が生まれる。一方、周囲の蹄壁（蹄負面）
への荷重は、エクイロックスを充填しない時より
は軽減し、内あるいは外側へ蹄骨が落ち込む要因

は減ると考えられる。垂直下方に蹄骨が変位する
シンカー型の場合には、蹄全周の蹄冠帯に裂創が
形成される傾向が強く、このような馬では安楽殺
処置がとられる。片側型ローテーションのあるも
の、あるいは特異な症例では、蹄壁の広い範囲を切
除するのに併せて下肢と蹄をキャストで直巻きす
る、あるいは趾軸にピンを使って創外固定したら、
創外固定を基軸に肢を蹄ごとキャスト巻きすると
いった技術を適用する。これらの方法では、放牧や
リハビリに耐えられるまでに治療が成功してい
る。蹄匣（鞘）の大部分切除や深く部分切除をする
と、蹄はまず層状の贅生角質の形成を起こすかも
しれない。その上皮化の期間は、露出された部分の
総量に依存して数週間から数か月の変動幅があ
る。また、蹄冠帯から生長する蹄壁は、切除部を置
き換えるのに数か月はかかる。
　蹄壁の再生長の過程で感染が起こった場合、その
対処は非常に困難で挑戦的なものとなる。これらの
蹄がどの程度回復していくのかは全く予見できな
い。葉状層のもつ蹄壁と蹄骨の結合は常に障害を受
けているようなものであり、こういった症例では、
しっかりした管理や経過観察が不可欠になる。多く
の場合、馬が生きているかぎり、特殊な削蹄、装蹄、
ブーツの適用および運動制限が必須となる。

慢性蹄葉炎に起こる感染
　重度な蹄葉炎では、慢性的な蹄組織のダメージと
蹄循環の低下により、組織壊死と感染が常につきま

とう。感染にはいろいろな様相があり、肥厚した白
帯や蹄尖部の蟻洞から膿性漿液が浸みだしてくる
Gravelと呼ばれる症状や、蹄底／蹄壁深部における
知覚部の膿瘍、あるいは蹄骨骨髄炎などがある。
　装蹄や外科的処置を組み合わせてどのように力
学的処置を計画するかを画策することは、組織圧
迫の軽減、蹄循環の回復に努めるための重要な第
一ステップであり、感染に対する他の治療が効果
を発揮する前にすでに実施しておくべきである。
多くの表層感染では、組織の圧迫を軽減したり、趾
軸を矯正したりすることで解決できる。しかし、深
部感染の場合は、通常は解決困難となる。蹄骨炎の
治療方法には、外科的な壊死組織の切除、抗生物質
の肢端局所還流や全身投与、ウジ幼虫を用いたマ
ゴットセラピーなどがある。
　私は、慢性感染症に対して、丁寧なデブリードメ
ントとそれに続くマゴットセラピーおよび適切な
抗生物質の投与で、多くの良好な治療成績を得てい
る。マゴットセラピーに使う無菌うじ虫は、壊死組織
を貪食してくれる。これは、脆弱な蹄の構造を傷つけ
ることなく壊死および悪化した組織だけを取り除
く利点がある。マゴットセラピーは、正常な細胞を残
し、壊死組織を切除する外科的処置に等しい。
　蹄葉炎の矯正装蹄や護蹄管理の成功は、正常な
蹄と蹄葉炎に罹患した蹄の双方の力学的機構の違
いを理解することから始まる。症例をどのカテゴ
リーに分類するのか、すなわち、急性なのか慢性な
のかを素早く正確な診断と適切なレントゲン検査
の評価によって実施すべきである。そうすること
で、治療計画を迅速に実行できる。また、慢性蹄葉
炎では代償性（安定型）なのか非代償性（非安定型）
なのかをも分類する必要がある。その結果、もし、
状態が悪いのなら、関連した時宜にかなった特殊
装蹄、護蹄管理、そしてちょっとした外科処置の組
合せが適用されるであろう。治療中に起こる蹄骨
の変位の仕方をモニターすることは、早期対応の
機会を増やし、より良好な治療成績が得られるこ
とに繋がるだろう。前記の全ての対処方法を必要
とするような蹄葉炎から馬を回復させるには、非
常に困難ではあるが不可能ではない治療法が何で
あるのかを判断する中で、献身的かつ協力的な
チームワークが要求される。

図6
キャスト（蹄ギプス）による蹄匣（鞘）固定により対処したシン
カー型蹄葉炎（蹄骨垂直下方変位を起こす蹄葉炎）。蹄下面に蹄
底保護材（エクイロックス）を充填してある。この充填では、少
し突出するように軽くドーム状に保護材を適用し、どの方向に
も蹄が反回しやすいようにしてある。

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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文 献 紹 介

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。

馬のリハビリテーションにおける管理運動

Controlled Exercise in Equine Rehabilitation
Veterinary Clinics of North America: Equine Practice

Rehabilitation of the Equine Athlete
 32 (2016) 159-165

Elizabeth J. Davidson, DVM

競走馬総合研究所　常磐支所　　小林　稔 ・ 荒木成就

　競走馬において骨折や屈腱炎といった疾病に対するリハビリテーションメニューについての報告は
少ないものの、獣医師や牧場スタッフの技術や経験で無事に競走復帰を果たしてきた。しかし、近年に
なって小動物でもリハビリテーションが整形外科分野の一部として注目されるようになり、アスリー
トである競走馬においても再び注目されている。その証拠に最近改訂版が発刊されている馬の外科的
な教科書には、手術技術以外にリハビリテーションに関するチャプターが増えている傾向がある。
　そういった流れの中で本年の「Veterinary Clinics of North America: Equine Practice」では、

「Rehabilitation of the Equine Athlete」として発刊された。その中でも運動をコントロールして、組織修
復をめざした報告があったので紹介したい。
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KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
トレスがかかると壊れやすく、容易に損傷を受け
る。適切な成長と修復組織の配列は、正常なストレ
スによる伸張性のある負荷によって刺激される。
　成熟は損傷後21日から始まり、1週間から1ヶ月
続く。組織の種類により期間は異なる。腱・靭帯で
は、数ヶ月から長くて1,2年間続く。

Specific Tissue Injuries
Muscle
　筋損傷は様々なメカニズムで発症する。直接的
な損傷（裂創・挫創・筋違い）と間接的な損傷（虚血・
神経障害）である。筋損傷は似たような段階で修復
していくが機能的な回復は様々である。力学的な
損傷は筋線維や筋膜にダメージを与えて、結果的
に局所的な血腫を発症させる。血管侵入、単球、活
発なマクロファージ、Tリンパ球が続いて活性化す
る。筋肉の再構築は損傷を受けてから7-10日後に

始まり、2週間後にピークとなり、3-4週間後には
おさまってくる。瘢痕組織（線維症）の形成は2-3週
間後に始まる。瘢痕組織の縮小と再構築と筋肉の
機能改善はその後に始まる。損傷後、最初の4-7日
間は外固定をしておくとよい。そのことで、急性期
の筋線維の断裂を防ぐことができる。次に、管理下
で徐々に運動を開始していく。損傷を受けた筋力
を回復させ、筋委縮を防ぐために運動強度を強め
ていく。小さな範囲の筋損傷であれば4週間で回
復するが、重度な筋損傷は筋力が回復するまで
数ヶ月かかる。

Bone
　骨は他の組織と異なり、概ね同程度の組織に治
癒する驚くべき治癒力を持っている。結果として
同等あるいはそれ以上の強度を持つ。炎症反応が
起こり、軟仮骨、硬仮骨の形成後、リモデリングが
起きる。軟線維あるいは線維軟骨仮骨の形成は早
く、循環と骨内膜の形成の足場となる。激しい動き
が大きな仮骨を生み、過度な運動（例えばパドック
で自由に動き回ること）が完全な仮骨を形成させ
ずに骨の欠損を招いてしまう。治癒が進み硬仮骨
が形成されると臨床症状とレントゲン像が一致し
てくる。成馬では完全に治癒するには約4ヶ月か
かる。その次の月から数年はリモデリングが続き、
荷重に耐えていく。

Tendon and ligament
　腱と靭帯の治癒は似ている。損傷を受けてから
間もなく、腱細胞が近くの腱靭帯細胞や血流を
通って移動してくる。コラーゲン接合が起こり、コ
ラーゲン線維は始めは腱の長軸方向の垂直方向に
優先的に発生する。約6週間後に再構築が起こり、
腱の配列が長軸方向になってくる。最終的な腱靭
帯組織の構築には、充分で適度な生理学的荷重が
重要となってくる。伸びた状態で固定された腱は
水分量とプロテオグリカン量を減らすことになっ
てしまう。ストレスがかかっていないコラーゲン
は、組織中ででたらめな配列をなし、きちんと配列
されたものより弱くなってしまい、結果として張
力は弱くなってしまう。コラーゲンに適切な方向
付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
織の再構築の質を向上させ、治癒した腱の機械的
性質も向上させる。長軸方向の腱配列が復帰の予
後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。

Cartilage
　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。

PRESCRIPTION FOR CONTROLLED EXERCISE 
PROGRAM
　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
ナーの都合で馬房内休養を延長しても、馬は身体
的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
への移動をしたりするより好ましい。治癒組織へ
の過度の力は回復には有害であり、結果として瘢
痕組織を形成させてしまう。
　理想的なリハビリテーションプログラムは治癒
過程を補い向上させるものである。基本原理は正
常な修復過程の間、損傷した組織への力を減らす
ことである。損傷を受けた直後は損傷部位の保護
が重要である。完全な馬房内休養、冷却治療（アイ
シング）および圧締（バンテージング）は疼痛を軽
減させ治癒を促進させる。次の1-3週間は、損傷部
位の保護は再損傷の予防の意味も持ってくる。短
時間の運動を組み合わせた馬房内休養が望まし
い。組織の修復が進んでいるときに管理運動を始
めると、治癒が進む。馬房内休養を長期化すること
は筋骨格系には有害となり、避けるべきである。筋
肉、腱、靭帯および関節の管理された動きは、張力
に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
適なプログラムは、個々の損傷の状態によって決
定する。損傷の修復が進んでいるときに、運動を
徐々に高めることを始める。予後を良くするため
に、定期的な獣医師の画像診断をするとよい。2、
3ヶ月毎の検査がおすすめである。運動の頻度、量
およびタイプは治癒期間を通じてずっと調整され

続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
とを防ぐために小さなパドック（12ft×12ft=約
3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
ある場合もある。装蹄療法、消炎剤、鎮痛、バンテー
ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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表1　筋損傷の管理運動

表2　骨損傷の管理運動

表3　腱・靭帯損傷の管理運動

KEY POINT
・管理運動（Controlled Exercise）は、競技馬にとっ
てのリハビリテーションプログラムの重要で重大
な要素である。
・理想的な管理運動プログラムは、損傷後の修復反
応を補い向上させる。
・ベストなプログラムは、損傷のタイプを正確に診
断してから計画される。また、重症度は組織修復の
具合を考慮に入れて、定期的に検査され確定され
る。
・一般に馬房内での完全休養から始まり、徐々に運
動強度をシステマティックに上げていく。
・よくデザインされて、しっかりと損傷部位を管理
されている管理運動プログラムは、リハビリテー

ション中に組織修復を向上させる。

INTORODUCTION
　管理運動セラピーは、リハビリテーションプロ
グラムのすべての段階で重要である。損傷を受け
た競技馬のために、伝統的なやり方に敬意を表し
つつ熟慮して実践していく時が来たのである。リ
ハビリテーションプログラムがあるにも関わら
ず、運動器系の損傷を受けた馬に対する管理運動
の調査や治療効果が、馬ではほとんど報告されて
いない。直感、常識、経験に基づくものがほとんど
である。
　ヒトでは治療的運動が筋骨格系疾患に対して効
果があり、管理運動は、筋肉、腱、靭帯の回復をよく

する。リハビリの目標は、損傷をさらに悪化させな
いことと組織の修復を向上させることである。理
想的なプログラムは、損傷後の組織の反応を基礎
とする。

TISSUE HEALING AFTER INJURY
　組織の回復は複雑なプロセスをたどる。また、回
復の早さや質は損傷した組織の特性に関連する。
この組織修復のプロセスは複雑で、特に損傷後の
治療期間が長過ぎても短過ぎてもうまくいかない
ことが多い。この損傷治癒期間を延長させること
はあまり重要なことではない。それはあくまで経
済的な問題であり、治癒期間に対する合意や理解
を得ることで、損傷組織に合った適切なプロセス
でリハビリが可能となる。
　一般的に組織修復は止血、炎症、増殖、成熟に分
けられる。まず始めに血小板が出て、フィブリンが
さらなる出血を防ぐ。止血ができれば、血管が拡張
し、赤血球、炎症細胞（特に好中球）が流入する。
24-48時間後には単球とマクロファージが優位と
なり、貪食と壊死がはじまる。この炎症反応は損傷
から最初の7日間に起こっている。
　増殖は損傷後7-21日間で起こっている。損傷範
囲にもよるが、損傷部位が埋まるまで筋肉は5-8日
間、腱・靭帯は3-6日間かかる。必要以上に大きなス
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付けをするためにも、強く最適な組織に再構築す

るためにも、機械的なストレスが必要である。この
慢性化の再構築時期の管理運動は、こういった組
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後とリンクしてくる。逆に過度の負荷は治癒過程
を延ばし、中断させてしまう場合がある。もし、治
癒している腱の断面積が10%以上増加（腫脹）して
いたら、運動レベルを下げるべきである。腱靭帯損
傷の馬では、管理運動の期間が重要で、休養期間を
6ヶ月未満とした馬の予後は良くない。残念なこ
とに損傷した腱靭帯は完全な機能的回復は決して
せず、適切なリハビリを実施していても再発する
ことがよくある。
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　軟骨は治癒能力に限界がある。凝固反応も生じ
ず、好中球やマクロファージの増加も起きない。正
常な軟骨細胞は治癒能力があまりなく、軟骨再生
が不足なく起こることはほとんどない。軟骨下骨
を含む深い軟骨損傷では、フィブリン-フィブロネ
クチン凝固反応を起こし、そのことが炎症反応と
肉芽形成へとつながる。治癒では再生された組織
は硝子軟骨に類似しているが結果として力学的性
質は劣る。軟骨損傷を誘発してしまう運動でも、グ
リコサミノグリカンが増加するため、治癒した軟
骨組織をより厚くする。また、運動によって骨リモ
デリングは減少する。しかしながら、運動中の反復
あるいは急な衝撃は関節に異常をきたす重大なリ
スクファクターであり、腕節に骨軟骨片がある馬
が運動すれば容易に変形性関節症を発症させてし
まう。
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　管理運動を考える前に正確な診断をする必要が
ある。正確な診断がされなければ再発や復帰でき
なくなるリスクが増す。その診断は部位と程度を
しっかりと診断する必要がある。多くの馬は複合
疾患なのでしっかり診断する必要がある。実例を
挙げると、種子骨骨折の症例でリハビリがうまく
いかなかったら繋靭帯炎を見落としていたという
例があった。この症例は骨折が治癒していたが繋

靭帯の治癒が完全ではなかったので、過剰な負荷
がかかってしまった例である。
　管理運動のプログラムを計画する上で、他には
馬房内休養の期間を延長することを馬が許容する
かどうかといったことも考える必要がある。オー
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的なストレスを感じることなく何ヶ月もの馬房内
休養を受け入れるだろう。適切な換気や馬房内を
清潔に保つといった良い管理が、長期間の馬房内
休養には特に必要である。蹄の適切な管理も重要
であり、軽視すべきではない。損傷を受けてから少
なくとも4週間は心機能と筋肉の機能は失われな
い。それゆえ少しの運動あるいは運動なしでも完
全な機能回復をする。曳き運動や騎乗運動といっ
た管理運動を組み込んだ馬房内休養は管理されず
頻繁に走ったり、跳ね上がったり、回転したり、横
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に耐えるため、また、組織の萎縮を防ぐためのコ
ラーゲン線維の配列を改善させる。
　管理運動は損傷のタイプと重症度で決めてい
る。一般的なものを表1-3に示す。しかしながら最
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続ける。跛行が改善し、画像診断をフォローされて
いる馬は運動強度を徐々に上げていく。跛行を示
す、あるいは画像診断によって治癒が認められな
い、あるいはその両方の場合、馬は運動を弱める、
あるいは一時的に運動を中止する。何分間の常歩
あるいは速歩といったはっきりしたことは、個々
の症例馬によって決める。
　管理運動のプログラムは曳き馬をする人の能
力、設備および馬の性格によって変更する場合も
ある。騎乗運動や馬房内での馬の自主的な運動は
パドックでの休養より良いが、走ってしまったり、
コントロール不能な運動をしてしまったりするこ
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3.7m×3.7m）で休養させることが適当な妥協点で
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ジングも有益である。腫脹、跛行、あるいは、その両
方が症状として表れるような運動は、症状にあっ
てないのでプログラムを修正する必要がある。
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学会見聞記

第90回日本感染症学会総会

　第90回日本感染症学会総会は、『One health　ヒ
ト、動物、環境　感染症のトータルマネジメントを
目指して』と題し、ヒトだけではなく動物も含めた
感染症とその伝播について検討を行う学会となっ
た。近年、医学および獣医学領域の薬剤耐性菌の感
染症やヒトと動物間の薬剤耐性菌伝播は国家の枠
を超え世界的な問題となっている。日本でもすで
に獣医療における抗菌薬使用のガイドラインが制
定されており、家畜に対する抗菌薬の使用は『適正
使用』以上に制限のかかる『慎重使用』が求められ
ている。ウマ医療においても『慎重使用』が求めら
れる一方、近年増加している薬剤耐性菌による重
篤な感染症を発症したウマに対しては積極的な抗
菌薬治療が求められており、2つの相反する命題
を抱えている現状にある。ヒトにおいてはこの『適
正使用』と『重篤な感染症』という命題に対して感
染細菌の分布や抗菌薬の薬物動態に基づいた治療
法を確立することで、盲目的な抗菌薬の投与を減
少させ、乱用による薬剤耐性菌の発生を防止し、重
篤な感染症に対する治癒率の向上を目指す取り組
みが行われている。本学会において、今後のウマ医
療に必要となってくる重篤な感染症に対する抗菌
薬の投与法と、薬剤耐性菌の予防法の2点につい
て有用な知見を得たので以下に報告する。

○感染症治療の新戦略
　PK-PD面からの感染症治療の新戦略

森田邦彦（同志社女子大学薬学部）
　新規抗菌薬の開発は1980年代をピークに減少
し、2000年以降は停滞している。それに対して
2000年頃からPK-PD理論に基づいた抗菌薬治療
法の確立がヒト医療で推進され、従来の抗菌薬を
適切に使用し、感染をコントロールすることが重
要となってきた。しかし、この理論に基づき効果的
な治療設計を行っても、薬剤耐性菌による感染症
との闘いに終焉は無く、抗菌薬の投与法にさらな

る工夫が求められている。
　本シンポジウムでは既存の抗菌薬の効果的な投
与法に関する検討としてβラクタム系抗菌薬（カ
ルバペネム系）の研究が紹介された。βラクタム系
抗菌薬は時間依存性の抗菌薬であり、基本的にそ
の抗菌効果は薬物濃度が最少発育阻止濃度（MIC）
を超えている時間（TAM : Time above MIC ）に依
存している。近年、細菌の耐性化によりMICが上昇
してきており、今までの投与法（メロペネム1日3
回投与；1回を1時間かけ投与）では臨床的に効果
が期待できるTAMを得られにくい症例が増加し
てきている。そのような症例に対し1回の投与に3
時間をかけてゆっくりと投与することでMICの高
い細菌に対しても効果の期待できるTAMとなる
ことが薬物動態の研究により明らかとなったが、
in vitroの実験で3時間投与の弊害として1時間投
与に比較し投与初期の薬物濃度が低下するため、
投与初期に起こる急激な菌の減少（殺菌的効果）が
得られないことが示された。そこで1回投与量の
半量を30分間をかけて投与することで高い薬物
濃度を付与したのち、残りの半量を4時間をかけ
て投与することで、初期の高濃度と長いTAMとい
う2つの目標を抗菌薬の投与量を増やさずに達成
することが可能となり、耐性化が進んだMICが高
い細菌に対しても治療効果が期待できるように
なった。
　ウマにおいてβラクタム系抗菌薬は極めて幅広
く使用されているが、薬物動態の報告も臨床での
使用もそのほとんどがボーラス投与（急速静注）で
行われている。ウマの飼養環境と獣医師の診療ス
タイルを考えれば、すべての症例に長い時間をか
けて投与することは現実的ではないが、重篤な感
染症に対しては本報告のような薬物動態学に基づ
く効果的な投与法について検討していく必要があ
ると考える。

○Young Investigator レクチャー　病院におけ
る耐性菌マネージメント

中澤　靖（東京慈恵会医科大学）
　薬剤耐性菌増加の背景には抗菌薬の乱用がある
ことが知られており、ヒト医療および獣医療にお
いて抗菌薬の適正使用が推進されている。しかし、
実際には多くの薬剤耐性菌は病院内で伝播してい
ることから、個々の病院における衛生対策も薬剤
耐性菌による感染症の発生を防ぐ重要な取り組み
である。過去には、アルコール性手指消毒剤の消費
量の増加によりMRSA院内感染が減少することが
報告されており、演者の病院でも同消毒剤の使用
量を6倍に増加した結果、MRSA陽性者は3分の1に
低下したことを報告していた。また、カルバペネム
耐性腸内細菌（CRE）などのMRSA以外の薬剤耐性
菌についても病院内アウトブレイクの報告は多
く、衛生対策は極めて重要な薬剤耐性菌による感
染症の予防法である。
　演者の報告においては近年ヒト医療で導入され
てきているバンドルアプローチと呼ばれる対策が
紹介された。これは臨床介入の1つの手法であり、
既報で有用性が認められた数種類の手法を、単独

でなく束ねて（Bundle）行うことで、最大限の効果
を得ようというものである。衛生対策において患
者と接触するヒト、機器、施設の滅菌や消毒は勿論
必要ではあるが作業を行う人員は限られており、
すべてを滅菌消毒することは現実的に困難であ
る。そこで、バンドルアプローチでは最低限実施す
べき対策をエビデンスに基づき選抜し、それをリ
スト化し作業の実施を確認することで、限られた
人員で効率よく衛生対策を進めていく手法であ
る。特に演者はその手法は勿論のこと、多くの人が
従事している病院において、決められたリストを
各個人に順守させる組織づくりの重要性を強調し
ていた。
　JRAにおいてもMRSA感染症は続発しており、そ
の背景には獣医師が保菌しているという問題があ
る。それに対し、手指の消毒マニュアルなどの作成
により対応しているものの未だ完全にはMRSA感
染症を予防できていない現状にある。JRAにおい
ても上記のような科学的根拠に基づく衛生対策
と、それを各個人が順守する体制の構築が必要で
あると考える。

（黒田泰輔）
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　第90回日本感染症学会総会は、『One health　ヒ
ト、動物、環境　感染症のトータルマネジメントを
目指して』と題し、ヒトだけではなく動物も含めた
感染症とその伝播について検討を行う学会となっ
た。近年、医学および獣医学領域の薬剤耐性菌の感
染症やヒトと動物間の薬剤耐性菌伝播は国家の枠
を超え世界的な問題となっている。日本でもすで
に獣医療における抗菌薬使用のガイドラインが制
定されており、家畜に対する抗菌薬の使用は『適正
使用』以上に制限のかかる『慎重使用』が求められ
ている。ウマ医療においても『慎重使用』が求めら
れる一方、近年増加している薬剤耐性菌による重
篤な感染症を発症したウマに対しては積極的な抗
菌薬治療が求められており、2つの相反する命題
を抱えている現状にある。ヒトにおいてはこの『適
正使用』と『重篤な感染症』という命題に対して感
染細菌の分布や抗菌薬の薬物動態に基づいた治療
法を確立することで、盲目的な抗菌薬の投与を減
少させ、乱用による薬剤耐性菌の発生を防止し、重
篤な感染症に対する治癒率の向上を目指す取り組
みが行われている。本学会において、今後のウマ医
療に必要となってくる重篤な感染症に対する抗菌
薬の投与法と、薬剤耐性菌の予防法の2点につい
て有用な知見を得たので以下に報告する。

○感染症治療の新戦略
　PK-PD面からの感染症治療の新戦略

森田邦彦（同志社女子大学薬学部）
　新規抗菌薬の開発は1980年代をピークに減少
し、2000年以降は停滞している。それに対して
2000年頃からPK-PD理論に基づいた抗菌薬治療
法の確立がヒト医療で推進され、従来の抗菌薬を
適切に使用し、感染をコントロールすることが重
要となってきた。しかし、この理論に基づき効果的
な治療設計を行っても、薬剤耐性菌による感染症
との闘いに終焉は無く、抗菌薬の投与法にさらな

る工夫が求められている。
　本シンポジウムでは既存の抗菌薬の効果的な投
与法に関する検討としてβラクタム系抗菌薬（カ
ルバペネム系）の研究が紹介された。βラクタム系
抗菌薬は時間依存性の抗菌薬であり、基本的にそ
の抗菌効果は薬物濃度が最少発育阻止濃度（MIC）
を超えている時間（TAM : Time above MIC ）に依
存している。近年、細菌の耐性化によりMICが上昇
してきており、今までの投与法（メロペネム1日3
回投与；1回を1時間かけ投与）では臨床的に効果
が期待できるTAMを得られにくい症例が増加し
てきている。そのような症例に対し1回の投与に3
時間をかけてゆっくりと投与することでMICの高
い細菌に対しても効果の期待できるTAMとなる
ことが薬物動態の研究により明らかとなったが、
in vitroの実験で3時間投与の弊害として1時間投
与に比較し投与初期の薬物濃度が低下するため、
投与初期に起こる急激な菌の減少（殺菌的効果）が
得られないことが示された。そこで1回投与量の
半量を30分間をかけて投与することで高い薬物
濃度を付与したのち、残りの半量を4時間をかけ
て投与することで、初期の高濃度と長いTAMとい
う2つの目標を抗菌薬の投与量を増やさずに達成
することが可能となり、耐性化が進んだMICが高
い細菌に対しても治療効果が期待できるように
なった。
　ウマにおいてβラクタム系抗菌薬は極めて幅広
く使用されているが、薬物動態の報告も臨床での
使用もそのほとんどがボーラス投与（急速静注）で
行われている。ウマの飼養環境と獣医師の診療ス
タイルを考えれば、すべての症例に長い時間をか
けて投与することは現実的ではないが、重篤な感
染症に対しては本報告のような薬物動態学に基づ
く効果的な投与法について検討していく必要があ
ると考える。

第205回つくば病理談話会

　第205回つくば病理談話会が、つくば市の動物
衛生研究所で2016年3月4日に開催され、以下の3
演題の発表と活発な討論が行われた。
378) 原因特定に至らなかった馬の化膿性外耳炎：
水野 剛志(群馬県家畜衛生研究所)
379) 豚のStreptococcus dysgalactiae subsp. 
equisimilisが分離された硝子血栓及び菌栓塞を伴
う化膿性脳炎：阿部 祥次(栃木県県央家畜保健衛生
所)
380) ワラビ中毒牛の肝臓におけるMannheimia属
菌による血栓を伴う多発性巣状壊死：大泉 卓也(長
野県松本家畜保健衛生所)
　以下に特に興味が持たれた発表の概要を記載す
る。

○原因特定に至らなかった馬の化膿性外耳炎
水野剛志(群馬県家畜衛生研究所)

　提出症例はサラブレッド、去勢雄、6歳の乗馬ク
ラブの馬で、他の22頭と共に飼養されていた。
2014年9月7日、当該馬に顔面浮腫、外耳のびらん
がみられたため、担当獣医師が副腎皮質ステロイ
ド及びリンゲル液を投与した。その後、顔面浮腫は
治まったものの、疝痛および沈鬱状態を呈し、8日
朝に死亡した。細菌学的検査では、主要臓器と外耳
道スワブから有意な病原菌は分離されなかった。
　病理解剖では、両耳根部から両目周囲にかけて
斑状に脱毛し、暗赤色を呈していた。また、両外耳
においては広範な赤色化と汚茶色の耳垢の貯留が
認められた。剥皮後の観察では、左側胸部に皮下出
血が見られた。また、全体に黄疸が認められた。腹
腔においては、腸管は全体に漿膜面が暗赤色を呈

し、ガスにより重度に拡張していた。また小腸漿膜
面に少量の血餅の付着が散見され、回腸漿膜面の
一部に黒色化領域がみられた。提出標本は左耳介
で、組織学的に耳介の表皮は広範にわたって剥離
しており、露出した真皮の表面には多数のグラム
陰性桿菌が付着していた。表皮がわずかに残存す
る部位では、真皮との境界部において好中球の浸
潤がみられた。毛包の構造は崩壊し、周囲に多数の
グラム陰性桿菌がみられた。また、一部の真皮領域
には軽度の出血もみられた。その他の組織学的所
見としては、肝臓の小葉間結合織における肝動脈
血管壁の軽度なフィブリノイド変性、心臓の心外
膜と心内膜の一部における出血、肺の胸膜におけ
る重度な出血、十二指腸および空腸の粘膜固有層
および粘膜下組織における充うっ血および出血、
回腸の粘膜下組織における水腫と血管壁のフィブ
リノイド変性がそれぞれ観察された。提出標本に
おいては特徴的ないし明らかに原因と考えられる
病原体等が全く確認できなかったことから、演者
は組織診断名としては「原因特定に至らなかった
馬の化膿性外耳炎」、疾病診断名としては「馬の外
耳炎。X大腸炎を疑う」を提案する予定であった。
しかし、発表直前の動物衛生研究所の病理担当者
との観察において、提出標本と同一臓器の別の組
織標本において、真菌様構造物が観察されたため、
真菌感染の有無を再度確認したいと提案がなさ
れ、組織診断名は保留とされた。なお疾病診断名
は、X大腸炎の根拠となる組織所見が十分に認め
られないのではないかと参加者から指摘があった
ため削除されたが、炎症が存在することは間違い
ないので、「馬の外耳炎」とされた。
JRAの所属馬でも皮膚真菌症はしばしば観察され
るが、本提出例のような症例はあまり見られない
ことから、鑑別診断などの観点からさらに詳細な
検索が期待された。

○ワラビ中毒牛の肝臓におけるMannheimia属菌
による血栓を伴う多発性巣状壊死

大泉卓也(長野県松本家畜保健衛生所)
　提出症例はジャージー種、雌、6ヶ月齢の牛で、
2013年10月7日に放牧地において他の牛2頭の死
亡が発見された。当該牛は沈うつ、血便を呈し衰弱

が顕著であったため、安楽死とされ、病性鑑定が行
われた。発病した放牧地にはワラビはわずかしか
見られなかったが、それ以前に放牧されていた放
牧地にはワラビの群落が確認された。第一胃内容
物にはワラビの植物片は確認できなかったが、
PCR検査でワラビ特異遺伝子が検出された。また
細菌検査では心臓、肺、肝臓および腎臓から
Mannheimia haemolytica complexが分離された。
直腸便のPCRによるウイルス検査ではBCV、GAR、
GBR、GCR、BToV、Pesti、OHV2は陰性であった。血
液検査では、RBC:301万/μL、WBC:1,000/μL、
PCV:11.8%、血小板2.0万/μL。血液生化学的検査
では、TP:4.6g/dL、Alb:1.58 g/dL、GOT:156U/L、γ
-GTP:17 U/L、CK:108 U/L、BUN:13.3mg/dL、
T-Cho:18 mg/dL、Ca:7.4 mg/dL、iP:3.7 mg/dLで
あった。
　病理解剖では、当該牛の外貌は高度に削痩して
おり、眼瞼周囲、四肢、会陰部および乳頭に痂皮が
認められた。大腿骨骨髄は黄色化を呈しており、耳
介、腹膜、腎臓皮質、結腸粘膜には出血がみられた。
肺と肝臓にはピンポン球大の赤色結節が認められ
た。組織学的には、提出標本である肝臓には、多発
性の巣状ないし癒合性の壊死病巣がみられた。こ
れら壊死巣の血管、類洞内にはグラム陰性桿菌塊、
線維素性血栓、うっ血、出血および血管壁のフィブ
リノイド変性が認められた。菌塊周囲の肝細胞は
壊死し好酸性を増しており、グリソン鞘周囲にリ
ンパ球や形質細胞の軽度浸潤がみられるのみで
あった。抗Mannheimia varigena血清を用いた免疫
染色では細菌塊に一致して、陽性所見が観察され
た。また大腿骨骨髄では造血細胞は消失し、脂肪細
胞に置換されていた。さらに肺においては、間質の
血管内に真菌の菌糸を伴った血栓が形成されてお
り、周囲の肺組織には梗塞病巣が認められた。血栓
内に見られる菌糸は直角に分枝し、内部は空虚で
隔壁を欠いており、遺伝子検査によりLichtheimia
属の接合菌と判断された。肺胞壁の毛細血管は
うっ血性で、しばしばグラム陰性桿菌塊の塞栓が
認められた。その他の組織所見としては、心臓、腎
臓の間質、第四胃、空回腸、盲腸の粘膜固有層およ
び下組織、胆嚢の粘膜固有層に出血がみられた。演
者はMannheimia属菌による壊死病変の境界部に

は燕麦様細胞の出現が特徴的組織形態とされてい
るが、本例の肝臓ではそのような組織像が観察さ
れなかったことについて、ワラビ中毒による白血
球減少のためではないかと説明し、参加者からも
同意が得られた。本例の組織診断名としては演者
の提案した「ワラビ中毒牛の肝臓における
Mannheimia属菌による血栓を伴う多発性巣状壊
死」が採用された。また疾病診断名としては、演者
の提案を若干修正した「牛のワラビ中毒、
Mannheimia varigena感染症」と、肺に見られた真

菌感染症を追加した「Lichtheimia属菌による接合
菌症」とされた。
　馬においてもワラビ中毒は梁川病として有名
で、牛の場合と病態は若干異なるが、ワラビの採食
によりビタミンB1が破壊されることで多発性神
経炎を起こし、起立不能となる。近年はそのような
症例に遭遇することは少なくなっているものの、
エンドファイト中毒との鑑別診断は重要であるこ
とから、大変興味深く聴講することができた。

（片山芳也）

○Young Investigator レクチャー　病院におけ
る耐性菌マネージメント

中澤　靖（東京慈恵会医科大学）
　薬剤耐性菌増加の背景には抗菌薬の乱用がある
ことが知られており、ヒト医療および獣医療にお
いて抗菌薬の適正使用が推進されている。しかし、
実際には多くの薬剤耐性菌は病院内で伝播してい
ることから、個々の病院における衛生対策も薬剤
耐性菌による感染症の発生を防ぐ重要な取り組み
である。過去には、アルコール性手指消毒剤の消費
量の増加によりMRSA院内感染が減少することが
報告されており、演者の病院でも同消毒剤の使用
量を6倍に増加した結果、MRSA陽性者は3分の1に
低下したことを報告していた。また、カルバペネム
耐性腸内細菌（CRE）などのMRSA以外の薬剤耐性
菌についても病院内アウトブレイクの報告は多
く、衛生対策は極めて重要な薬剤耐性菌による感
染症の予防法である。
　演者の報告においては近年ヒト医療で導入され
てきているバンドルアプローチと呼ばれる対策が
紹介された。これは臨床介入の1つの手法であり、
既報で有用性が認められた数種類の手法を、単独

でなく束ねて（Bundle）行うことで、最大限の効果
を得ようというものである。衛生対策において患
者と接触するヒト、機器、施設の滅菌や消毒は勿論
必要ではあるが作業を行う人員は限られており、
すべてを滅菌消毒することは現実的に困難であ
る。そこで、バンドルアプローチでは最低限実施す
べき対策をエビデンスに基づき選抜し、それをリ
スト化し作業の実施を確認することで、限られた
人員で効率よく衛生対策を進めていく手法であ
る。特に演者はその手法は勿論のこと、多くの人が
従事している病院において、決められたリストを
各個人に順守させる組織づくりの重要性を強調し
ていた。
　JRAにおいてもMRSA感染症は続発しており、そ
の背景には獣医師が保菌しているという問題があ
る。それに対し、手指の消毒マニュアルなどの作成
により対応しているものの未だ完全にはMRSA感
染症を予防できていない現状にある。JRAにおい
ても上記のような科学的根拠に基づく衛生対策
と、それを各個人が順守する体制の構築が必要で
あると考える。

（黒田泰輔）
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　第205回つくば病理談話会が、つくば市の動物
衛生研究所で2016年3月4日に開催され、以下の3
演題の発表と活発な討論が行われた。
378) 原因特定に至らなかった馬の化膿性外耳炎：
水野 剛志(群馬県家畜衛生研究所)
379) 豚のStreptococcus dysgalactiae subsp. 
equisimilisが分離された硝子血栓及び菌栓塞を伴
う化膿性脳炎：阿部 祥次(栃木県県央家畜保健衛生
所)
380) ワラビ中毒牛の肝臓におけるMannheimia属
菌による血栓を伴う多発性巣状壊死：大泉 卓也(長
野県松本家畜保健衛生所)
　以下に特に興味が持たれた発表の概要を記載す
る。

○原因特定に至らなかった馬の化膿性外耳炎
水野剛志(群馬県家畜衛生研究所)

　提出症例はサラブレッド、去勢雄、6歳の乗馬ク
ラブの馬で、他の22頭と共に飼養されていた。
2014年9月7日、当該馬に顔面浮腫、外耳のびらん
がみられたため、担当獣医師が副腎皮質ステロイ
ド及びリンゲル液を投与した。その後、顔面浮腫は
治まったものの、疝痛および沈鬱状態を呈し、8日
朝に死亡した。細菌学的検査では、主要臓器と外耳
道スワブから有意な病原菌は分離されなかった。
　病理解剖では、両耳根部から両目周囲にかけて
斑状に脱毛し、暗赤色を呈していた。また、両外耳
においては広範な赤色化と汚茶色の耳垢の貯留が
認められた。剥皮後の観察では、左側胸部に皮下出
血が見られた。また、全体に黄疸が認められた。腹
腔においては、腸管は全体に漿膜面が暗赤色を呈

し、ガスにより重度に拡張していた。また小腸漿膜
面に少量の血餅の付着が散見され、回腸漿膜面の
一部に黒色化領域がみられた。提出標本は左耳介
で、組織学的に耳介の表皮は広範にわたって剥離
しており、露出した真皮の表面には多数のグラム
陰性桿菌が付着していた。表皮がわずかに残存す
る部位では、真皮との境界部において好中球の浸
潤がみられた。毛包の構造は崩壊し、周囲に多数の
グラム陰性桿菌がみられた。また、一部の真皮領域
には軽度の出血もみられた。その他の組織学的所
見としては、肝臓の小葉間結合織における肝動脈
血管壁の軽度なフィブリノイド変性、心臓の心外
膜と心内膜の一部における出血、肺の胸膜におけ
る重度な出血、十二指腸および空腸の粘膜固有層
および粘膜下組織における充うっ血および出血、
回腸の粘膜下組織における水腫と血管壁のフィブ
リノイド変性がそれぞれ観察された。提出標本に
おいては特徴的ないし明らかに原因と考えられる
病原体等が全く確認できなかったことから、演者
は組織診断名としては「原因特定に至らなかった
馬の化膿性外耳炎」、疾病診断名としては「馬の外
耳炎。X大腸炎を疑う」を提案する予定であった。
しかし、発表直前の動物衛生研究所の病理担当者
との観察において、提出標本と同一臓器の別の組
織標本において、真菌様構造物が観察されたため、
真菌感染の有無を再度確認したいと提案がなさ
れ、組織診断名は保留とされた。なお疾病診断名
は、X大腸炎の根拠となる組織所見が十分に認め
られないのではないかと参加者から指摘があった
ため削除されたが、炎症が存在することは間違い
ないので、「馬の外耳炎」とされた。
JRAの所属馬でも皮膚真菌症はしばしば観察され
るが、本提出例のような症例はあまり見られない
ことから、鑑別診断などの観点からさらに詳細な
検索が期待された。

○ワラビ中毒牛の肝臓におけるMannheimia属菌
による血栓を伴う多発性巣状壊死

大泉卓也(長野県松本家畜保健衛生所)
　提出症例はジャージー種、雌、6ヶ月齢の牛で、
2013年10月7日に放牧地において他の牛2頭の死
亡が発見された。当該牛は沈うつ、血便を呈し衰弱

が顕著であったため、安楽死とされ、病性鑑定が行
われた。発病した放牧地にはワラビはわずかしか
見られなかったが、それ以前に放牧されていた放
牧地にはワラビの群落が確認された。第一胃内容
物にはワラビの植物片は確認できなかったが、
PCR検査でワラビ特異遺伝子が検出された。また
細菌検査では心臓、肺、肝臓および腎臓から
Mannheimia haemolytica complexが分離された。
直腸便のPCRによるウイルス検査ではBCV、GAR、
GBR、GCR、BToV、Pesti、OHV2は陰性であった。血
液検査では、RBC:301万/μL、WBC:1,000/μL、
PCV:11.8%、血小板2.0万/μL。血液生化学的検査
では、TP:4.6g/dL、Alb:1.58 g/dL、GOT:156U/L、γ
-GTP:17 U/L、CK:108 U/L、BUN:13.3mg/dL、
T-Cho:18 mg/dL、Ca:7.4 mg/dL、iP:3.7 mg/dLで
あった。
　病理解剖では、当該牛の外貌は高度に削痩して
おり、眼瞼周囲、四肢、会陰部および乳頭に痂皮が
認められた。大腿骨骨髄は黄色化を呈しており、耳
介、腹膜、腎臓皮質、結腸粘膜には出血がみられた。
肺と肝臓にはピンポン球大の赤色結節が認められ
た。組織学的には、提出標本である肝臓には、多発
性の巣状ないし癒合性の壊死病巣がみられた。こ
れら壊死巣の血管、類洞内にはグラム陰性桿菌塊、
線維素性血栓、うっ血、出血および血管壁のフィブ
リノイド変性が認められた。菌塊周囲の肝細胞は
壊死し好酸性を増しており、グリソン鞘周囲にリ
ンパ球や形質細胞の軽度浸潤がみられるのみで
あった。抗Mannheimia varigena血清を用いた免疫
染色では細菌塊に一致して、陽性所見が観察され
た。また大腿骨骨髄では造血細胞は消失し、脂肪細
胞に置換されていた。さらに肺においては、間質の
血管内に真菌の菌糸を伴った血栓が形成されてお
り、周囲の肺組織には梗塞病巣が認められた。血栓
内に見られる菌糸は直角に分枝し、内部は空虚で
隔壁を欠いており、遺伝子検査によりLichtheimia
属の接合菌と判断された。肺胞壁の毛細血管は
うっ血性で、しばしばグラム陰性桿菌塊の塞栓が
認められた。その他の組織所見としては、心臓、腎
臓の間質、第四胃、空回腸、盲腸の粘膜固有層およ
び下組織、胆嚢の粘膜固有層に出血がみられた。演
者はMannheimia属菌による壊死病変の境界部に

は燕麦様細胞の出現が特徴的組織形態とされてい
るが、本例の肝臓ではそのような組織像が観察さ
れなかったことについて、ワラビ中毒による白血
球減少のためではないかと説明し、参加者からも
同意が得られた。本例の組織診断名としては演者
の提案した「ワラビ中毒牛の肝臓における
Mannheimia属菌による血栓を伴う多発性巣状壊
死」が採用された。また疾病診断名としては、演者
の提案を若干修正した「牛のワラビ中毒、
Mannheimia varigena感染症」と、肺に見られた真

菌感染症を追加した「Lichtheimia属菌による接合
菌症」とされた。
　馬においてもワラビ中毒は梁川病として有名
で、牛の場合と病態は若干異なるが、ワラビの採食
によりビタミンB1が破壊されることで多発性神
経炎を起こし、起立不能となる。近年はそのような
症例に遭遇することは少なくなっているものの、
エンドファイト中毒との鑑別診断は重要であるこ
とから、大変興味深く聴講することができた。

（片山芳也）
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　第205回つくば病理談話会が、つくば市の動物
衛生研究所で2016年3月4日に開催され、以下の3
演題の発表と活発な討論が行われた。
378) 原因特定に至らなかった馬の化膿性外耳炎：
水野 剛志(群馬県家畜衛生研究所)
379) 豚のStreptococcus dysgalactiae subsp. 
equisimilisが分離された硝子血栓及び菌栓塞を伴
う化膿性脳炎：阿部 祥次(栃木県県央家畜保健衛生
所)
380) ワラビ中毒牛の肝臓におけるMannheimia属
菌による血栓を伴う多発性巣状壊死：大泉 卓也(長
野県松本家畜保健衛生所)
　以下に特に興味が持たれた発表の概要を記載す
る。

○原因特定に至らなかった馬の化膿性外耳炎
水野剛志(群馬県家畜衛生研究所)

　提出症例はサラブレッド、去勢雄、6歳の乗馬ク
ラブの馬で、他の22頭と共に飼養されていた。
2014年9月7日、当該馬に顔面浮腫、外耳のびらん
がみられたため、担当獣医師が副腎皮質ステロイ
ド及びリンゲル液を投与した。その後、顔面浮腫は
治まったものの、疝痛および沈鬱状態を呈し、8日
朝に死亡した。細菌学的検査では、主要臓器と外耳
道スワブから有意な病原菌は分離されなかった。
　病理解剖では、両耳根部から両目周囲にかけて
斑状に脱毛し、暗赤色を呈していた。また、両外耳
においては広範な赤色化と汚茶色の耳垢の貯留が
認められた。剥皮後の観察では、左側胸部に皮下出
血が見られた。また、全体に黄疸が認められた。腹
腔においては、腸管は全体に漿膜面が暗赤色を呈

第3回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会

  平成28年3月29日（火）～30日（水）に三鷹市公会
堂で開催された第3回日本獣医病理学専門家協会

（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を報告
する。本学会では、初日に第56回獣医病理学研修
会が、2日目に特別講演「癌診断と治療へ向けた新
たな概念－癌幹細胞と上皮間葉転換̶」、チュート
リアルセミナー「泌尿器系腫瘍の臨床と病理」、ス
ライドセミナー「前臨床試験における循環器病
理」、および卒後教育セミナー「眼毒性の発生メカ
ニズム」「ラット膵島の加齢性病変」が実施された。
また、今年からの新たな試みとしてポスターセッ
ションが設けられ、38演題が発表された。
　病理研修会提出標本の病理組織学的診断名は以
下のとおりであった。

（上野孝範）

　第56回獣医病理学研修会においてはJRAから
は 、生 産 地 疾 病 調 査 で 収 集 し た 子 馬 の 肺

（No.1153）の組織標本を提出した。以下に、本発表
と討議の概要について記載する。 

No.1153　馬の肺（JRA総研）
　出題組織標本は北海道日高地方で飼育されてい
たサラブレッド種、牝、45日齢の子馬の肺で、臨床
的には、7月11日に初診で、体温39.5℃、脈拍数
120、呼吸数100、哺乳（－）、発咳・チアノーゼ

（＋）、左肺に粗励音が認められた。抗菌薬による治
療がなされたが、7月13日馬房内で斃死している
のが発見された。現地の獣医師が病理解剖を実施
し、ホルマリン固定された主要臓器がJRAに搬入
された。ホルマリン固定された肺の肉眼観察では、
部分的に白色病巣が認められた。
　提出標本の組織所見では、先ず、肉眼的に白色を
呈した病巣は、その中心に大量の好中球が集簇し、
被包化膿瘍の如き領域が認められた。それら好中

球の周囲には大量のマクロファージと類上皮細
胞、線維芽細胞、リンパ球、形質細胞が観察された。
抗マクロファージモノクローナル抗体による免疫
染色では、好中球の集簇巣に混在あるいは取り囲
む様に陽性のマクロファージが多数観察された。
それらマクロファージは、細胞質内に顆粒状物を
大量に貪食して大型化していた。グラム染色では、
マクロファージの細胞質内の顆粒状物は、陽性を
呈した。抗ロドコッカス・エクイモノクローナル抗
体を用いた免疫染色では、多くのマクロファージ
の細胞質内に陽性を呈する球状ないし短桿状の細
菌が確認された。また、被包化膿瘍の如き白色病巣
の周囲の肺組織では、気管支から肺胞にかけて好
中球が充満する化膿性気管支肺炎が観察された。
それら好中球には多核巨細胞や類上皮細胞もしば
しば混在していた。いっぽう、好中球の浸潤がほと
んど見られない別の領域の肺組織では、肺胞壁に
おける硝子膜の形成や肺胞腔内への蛋白成分の貯
留が諸所に見られた。さらにこれら領域では、肺胞
内へのマクロファージや多核巨細胞の浸潤、Ⅱ型
肺胞上皮の腫大および増生、そして肺胞壁におけ
るリンパ球やマクロファージの浸潤と膠原線維や
細網線維の増生も観察され、間質性肺炎と考えら
れた。同部のグロコット染色では、肺胞内に存在す
る頽廃物や硝子膜内にジャガイモ状あるいは三日
月状を呈する酵母様物、あるいはマクロファージ
の細胞質内に萎縮した多数の球状の構造物が諸所
に観察され、ニューモシスティスと考えられた。
　以上の組織所見を要約すると、肺において、好中
球の重度な集簇・浸潤が観察され、それら病巣では
ロドコッカス・エクイを貪食するマクロファージ、
類上皮細胞、線維芽細胞、リンパ球などが認められ
たことから、化膿性肉芽腫性肺炎と考えられた。ま
たその病変以外の領域では、ニューモシスティス
の感染を伴った間質性肺炎と考えられた。従って、
提出標本の病理組織学的診断名としては、「子馬に
おけるニューモシスティスの感染を伴った間質性
肺炎とロドコッカス・エクイによる化膿性肉芽腫
性肺炎」を、また疾病診断名としては「ニューモシ
スティス肺炎を伴った子馬のロドコッカス・エク
イ感染症」を提案した。
　発表後の討論では、病変の解釈や形成機序につ

いて、参加者から様々な質問や意見が述べられた。
例えば、硝子膜の形成機序について、演者はニュー
モシスティス感染によって引き起こされた可能性
を説明したが、参加者からは治療のために使用し
た抗菌薬であるアジスロマイシンに過敏な馬が
時々おり、その可能性は考えられないかとの発言
があった。事実本例では、初診時に先ずプロカイン
ペニシリンとゲンタマイシンが投与され、午後に
アジスロマイシンが追加投与されている。その可
能性も今後検討する必要があるものと考えられ
た。別の参加者からは、間質性肺炎の領域の形成機
序について、2型肺胞上皮細胞の壊死が気になる
が、ウイルス感染はないのかとの質問がなされた。
演者は2型肺胞上皮細胞の障害や反応像は認めら
れるが、封入体などは全く観察されず、遺伝子検査
や免疫染色での確認は特に行っていないが、ウイ
ルスの感染はないと考えていると回答した。馬ヘ
ルペスウイルス5型による多結節性肺線維症は、
肺の線維化を引き起こす感染症で、わが国でも発
生が報告されていることから、本症との鑑別診断
は重要なのかもしれない。他にも様々な意見や所
感が参加者からあったが、最終的な組織および疾
病診断名は、演者の提案したものに特に修正が加
えられることもなく承認された。
　わが国においては、これまでに子馬のロドコッ
カス・エクイ感染症に対する精力的な調査研究が
日高地区の家畜保健所、各種団体、臨床獣医師、大
学、そしてJRAが協力して実施され、これにより実
際の治療や検査のレベルは向上し、効果的な抗菌
薬の適用が広く普及されたことにより、一時期本
病の発症は非常に少なくなった。しかし近年、
ニューモシスティス肺炎を伴った子馬のロドコッ
カス・エクイ感染症で斃死する症例が散見される
ようになり、この様な病態の症例について詳細な
調査と対応が必要と考えられた。

（片山芳也）

泌尿器系腫瘍の臨床
三品美夏（麻布大学）

　全腫瘍の中で泌尿器腫瘍が占める割合は低いと
言われているが，犬や猫の高齢化に伴い罹患症例
は増加傾向にあると思われる。今回は犬猫の泌尿

器系腫瘍の中でも腎臓腫瘍および膀胱腫瘍（主に
移行上皮癌）について臨床の立場からの発表が行
われたので，その概要について報告する。

【診断】
　泌尿器系腫瘍の主な臨床兆候は血尿であるが，
多くの泌尿器系疾患でも血尿が認められる。その
ため，各種検査を組み合わせて総合的に診断する
ことが重要である。
　腎臓腫瘍の場合には，血尿以外に泌尿器疾患を
疑う臨床兆候が見られず，食欲不振，元気消失なら
びに体重減少などの非特異的な臨床兆候を呈すこ
とが多い。また，触診によって腫瘤が触知されるこ
ともある。血液検査では，エリストポイエチン産生
性腫瘍による多血症，猫の腎臓リンパ腫のように
両側性腎臓腫瘍で高窒素血症が認められる場合を
除き，異常所見が認められることは少ない。画像診
断では，単純レントゲン検査，超音波検査，排泄性
尿路造影，CT検査などで腫瘍の大きさ，内部構造，
周囲組織への浸潤や転移の有無を確認する必要が
ある。片側性腎腫瘍では外科的摘出が適応される
ため，リンパ腫以外に積極的な生検を行うことは
少ない。
　膀胱腫瘍の場合，頻尿，血尿あるいは排尿困難な
どの症状が見られる。これらの症状は膀胱炎など
の下部尿路疾患でも認められ，抗生剤や止血剤の
投与によって一時的に改善することが多い。しか
し，投薬の中止によって症状は再発し，徐々に悪化
する傾向がある。血液検査では，腫瘍による尿路閉
塞が生じない限り，異常所見は認められない。尿沈
渣中に異形細胞が認められることもあるが，この

ような細胞は慢性膀胱炎でも認められることがあ
るため注意が必要である。一方，超音波検査は非常
に有効な診断方法であり，腫瘍の大きさや発生部
位，腎臓や所属リンパ節の観察も可能である。さら
に，現在ではCT検査による遠隔転移や周囲組織へ
の浸潤の検索も行われている。膀胱腫瘍の生検に
は尿道カテーテルを用いた吸引生検が推奨されて
いるが，中型以上の雌犬であれば膀胱内視鏡によ
る病変部位の観察と組織生検が可能である。

【治療と予後】
　片側性の良性腎臓腫瘍は外科的摘出による根治
が可能で，予後も良好である。しかし，悪性腫瘍で
あれば発見時にリンパ節転移や遠隔転移，周囲組
織への浸潤が進み，予後不良であることが多い。猫
の腎臓リンパ腫には化学療法が選択されるが，一
般的には予後不良である。
　発生部位や腫瘍の大きさによるが，良性の膀胱
腫瘍は適切に切除できれば，予後良好である。しか
し，発生部位，浸潤性や転移の有無によって予後は
異なる。一般的には，膀胱先端や腹側に限局的に発
生した非浸潤性腫瘍は，適切な外科手術によって
比較的予後は良好である。一方，膀胱三角部や膀胱
全域に発生した腫瘍の予後は不良であることが多
い。進行とともに尿路閉鎖が生じた場合，尿流の確
保が生死に関わる。もっとも積極的な治療として，
膀胱腫瘍の摘出ならびに尿路変更があげられる。
また，化学療法（ミトキサントロン）やNSAIDs（ピ
ロキシカム）を用いた内科療法，カテーテル留置や
ステント設置術などが行われている。

（越智章仁）

し、ガスにより重度に拡張していた。また小腸漿膜
面に少量の血餅の付着が散見され、回腸漿膜面の
一部に黒色化領域がみられた。提出標本は左耳介
で、組織学的に耳介の表皮は広範にわたって剥離
しており、露出した真皮の表面には多数のグラム
陰性桿菌が付着していた。表皮がわずかに残存す
る部位では、真皮との境界部において好中球の浸
潤がみられた。毛包の構造は崩壊し、周囲に多数の
グラム陰性桿菌がみられた。また、一部の真皮領域
には軽度の出血もみられた。その他の組織学的所
見としては、肝臓の小葉間結合織における肝動脈
血管壁の軽度なフィブリノイド変性、心臓の心外
膜と心内膜の一部における出血、肺の胸膜におけ
る重度な出血、十二指腸および空腸の粘膜固有層
および粘膜下組織における充うっ血および出血、
回腸の粘膜下組織における水腫と血管壁のフィブ
リノイド変性がそれぞれ観察された。提出標本に
おいては特徴的ないし明らかに原因と考えられる
病原体等が全く確認できなかったことから、演者
は組織診断名としては「原因特定に至らなかった
馬の化膿性外耳炎」、疾病診断名としては「馬の外
耳炎。X大腸炎を疑う」を提案する予定であった。
しかし、発表直前の動物衛生研究所の病理担当者
との観察において、提出標本と同一臓器の別の組
織標本において、真菌様構造物が観察されたため、
真菌感染の有無を再度確認したいと提案がなさ
れ、組織診断名は保留とされた。なお疾病診断名
は、X大腸炎の根拠となる組織所見が十分に認め
られないのではないかと参加者から指摘があった
ため削除されたが、炎症が存在することは間違い
ないので、「馬の外耳炎」とされた。
JRAの所属馬でも皮膚真菌症はしばしば観察され
るが、本提出例のような症例はあまり見られない
ことから、鑑別診断などの観点からさらに詳細な
検索が期待された。

○ワラビ中毒牛の肝臓におけるMannheimia属菌
による血栓を伴う多発性巣状壊死

大泉卓也(長野県松本家畜保健衛生所)
　提出症例はジャージー種、雌、6ヶ月齢の牛で、
2013年10月7日に放牧地において他の牛2頭の死
亡が発見された。当該牛は沈うつ、血便を呈し衰弱

が顕著であったため、安楽死とされ、病性鑑定が行
われた。発病した放牧地にはワラビはわずかしか
見られなかったが、それ以前に放牧されていた放
牧地にはワラビの群落が確認された。第一胃内容
物にはワラビの植物片は確認できなかったが、
PCR検査でワラビ特異遺伝子が検出された。また
細菌検査では心臓、肺、肝臓および腎臓から
Mannheimia haemolytica complexが分離された。
直腸便のPCRによるウイルス検査ではBCV、GAR、
GBR、GCR、BToV、Pesti、OHV2は陰性であった。血
液検査では、RBC:301万/μL、WBC:1,000/μL、
PCV:11.8%、血小板2.0万/μL。血液生化学的検査
では、TP:4.6g/dL、Alb:1.58 g/dL、GOT:156U/L、γ
-GTP:17 U/L、CK:108 U/L、BUN:13.3mg/dL、
T-Cho:18 mg/dL、Ca:7.4 mg/dL、iP:3.7 mg/dLで
あった。
　病理解剖では、当該牛の外貌は高度に削痩して
おり、眼瞼周囲、四肢、会陰部および乳頭に痂皮が
認められた。大腿骨骨髄は黄色化を呈しており、耳
介、腹膜、腎臓皮質、結腸粘膜には出血がみられた。
肺と肝臓にはピンポン球大の赤色結節が認められ
た。組織学的には、提出標本である肝臓には、多発
性の巣状ないし癒合性の壊死病巣がみられた。こ
れら壊死巣の血管、類洞内にはグラム陰性桿菌塊、
線維素性血栓、うっ血、出血および血管壁のフィブ
リノイド変性が認められた。菌塊周囲の肝細胞は
壊死し好酸性を増しており、グリソン鞘周囲にリ
ンパ球や形質細胞の軽度浸潤がみられるのみで
あった。抗Mannheimia varigena血清を用いた免疫
染色では細菌塊に一致して、陽性所見が観察され
た。また大腿骨骨髄では造血細胞は消失し、脂肪細
胞に置換されていた。さらに肺においては、間質の
血管内に真菌の菌糸を伴った血栓が形成されてお
り、周囲の肺組織には梗塞病巣が認められた。血栓
内に見られる菌糸は直角に分枝し、内部は空虚で
隔壁を欠いており、遺伝子検査によりLichtheimia
属の接合菌と判断された。肺胞壁の毛細血管は
うっ血性で、しばしばグラム陰性桿菌塊の塞栓が
認められた。その他の組織所見としては、心臓、腎
臓の間質、第四胃、空回腸、盲腸の粘膜固有層およ
び下組織、胆嚢の粘膜固有層に出血がみられた。演
者はMannheimia属菌による壊死病変の境界部に

は燕麦様細胞の出現が特徴的組織形態とされてい
るが、本例の肝臓ではそのような組織像が観察さ
れなかったことについて、ワラビ中毒による白血
球減少のためではないかと説明し、参加者からも
同意が得られた。本例の組織診断名としては演者
の提案した「ワラビ中毒牛の肝臓における
Mannheimia属菌による血栓を伴う多発性巣状壊
死」が採用された。また疾病診断名としては、演者
の提案を若干修正した「牛のワラビ中毒、
Mannheimia varigena感染症」と、肺に見られた真

菌感染症を追加した「Lichtheimia属菌による接合
菌症」とされた。
　馬においてもワラビ中毒は梁川病として有名
で、牛の場合と病態は若干異なるが、ワラビの採食
によりビタミンB1が破壊されることで多発性神
経炎を起こし、起立不能となる。近年はそのような
症例に遭遇することは少なくなっているものの、
エンドファイト中毒との鑑別診断は重要であるこ
とから、大変興味深く聴講することができた。

（片山芳也）

第56回獣医病理学研修会　病理組織学的診断名一覧
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  平成28年3月29日（火）～30日（水）に三鷹市公会
堂で開催された第3回日本獣医病理学専門家協会

（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を報告
する。本学会では、初日に第56回獣医病理学研修
会が、2日目に特別講演「癌診断と治療へ向けた新
たな概念－癌幹細胞と上皮間葉転換̶」、チュート
リアルセミナー「泌尿器系腫瘍の臨床と病理」、ス
ライドセミナー「前臨床試験における循環器病
理」、および卒後教育セミナー「眼毒性の発生メカ
ニズム」「ラット膵島の加齢性病変」が実施された。
また、今年からの新たな試みとしてポスターセッ
ションが設けられ、38演題が発表された。
　病理研修会提出標本の病理組織学的診断名は以
下のとおりであった。

（上野孝範）

　第56回獣医病理学研修会においてはJRAから
は 、生 産 地 疾 病 調 査 で 収 集 し た 子 馬 の 肺

（No.1153）の組織標本を提出した。以下に、本発表
と討議の概要について記載する。 

No.1153　馬の肺（JRA総研）
　出題組織標本は北海道日高地方で飼育されてい
たサラブレッド種、牝、45日齢の子馬の肺で、臨床
的には、7月11日に初診で、体温39.5℃、脈拍数
120、呼吸数100、哺乳（－）、発咳・チアノーゼ

（＋）、左肺に粗励音が認められた。抗菌薬による治
療がなされたが、7月13日馬房内で斃死している
のが発見された。現地の獣医師が病理解剖を実施
し、ホルマリン固定された主要臓器がJRAに搬入
された。ホルマリン固定された肺の肉眼観察では、
部分的に白色病巣が認められた。
　提出標本の組織所見では、先ず、肉眼的に白色を
呈した病巣は、その中心に大量の好中球が集簇し、
被包化膿瘍の如き領域が認められた。それら好中

球の周囲には大量のマクロファージと類上皮細
胞、線維芽細胞、リンパ球、形質細胞が観察された。
抗マクロファージモノクローナル抗体による免疫
染色では、好中球の集簇巣に混在あるいは取り囲
む様に陽性のマクロファージが多数観察された。
それらマクロファージは、細胞質内に顆粒状物を
大量に貪食して大型化していた。グラム染色では、
マクロファージの細胞質内の顆粒状物は、陽性を
呈した。抗ロドコッカス・エクイモノクローナル抗
体を用いた免疫染色では、多くのマクロファージ
の細胞質内に陽性を呈する球状ないし短桿状の細
菌が確認された。また、被包化膿瘍の如き白色病巣
の周囲の肺組織では、気管支から肺胞にかけて好
中球が充満する化膿性気管支肺炎が観察された。
それら好中球には多核巨細胞や類上皮細胞もしば
しば混在していた。いっぽう、好中球の浸潤がほと
んど見られない別の領域の肺組織では、肺胞壁に
おける硝子膜の形成や肺胞腔内への蛋白成分の貯
留が諸所に見られた。さらにこれら領域では、肺胞
内へのマクロファージや多核巨細胞の浸潤、Ⅱ型
肺胞上皮の腫大および増生、そして肺胞壁におけ
るリンパ球やマクロファージの浸潤と膠原線維や
細網線維の増生も観察され、間質性肺炎と考えら
れた。同部のグロコット染色では、肺胞内に存在す
る頽廃物や硝子膜内にジャガイモ状あるいは三日
月状を呈する酵母様物、あるいはマクロファージ
の細胞質内に萎縮した多数の球状の構造物が諸所
に観察され、ニューモシスティスと考えられた。
　以上の組織所見を要約すると、肺において、好中
球の重度な集簇・浸潤が観察され、それら病巣では
ロドコッカス・エクイを貪食するマクロファージ、
類上皮細胞、線維芽細胞、リンパ球などが認められ
たことから、化膿性肉芽腫性肺炎と考えられた。ま
たその病変以外の領域では、ニューモシスティス
の感染を伴った間質性肺炎と考えられた。従って、
提出標本の病理組織学的診断名としては、「子馬に
おけるニューモシスティスの感染を伴った間質性
肺炎とロドコッカス・エクイによる化膿性肉芽腫
性肺炎」を、また疾病診断名としては「ニューモシ
スティス肺炎を伴った子馬のロドコッカス・エク
イ感染症」を提案した。
　発表後の討論では、病変の解釈や形成機序につ

いて、参加者から様々な質問や意見が述べられた。
例えば、硝子膜の形成機序について、演者はニュー
モシスティス感染によって引き起こされた可能性
を説明したが、参加者からは治療のために使用し
た抗菌薬であるアジスロマイシンに過敏な馬が
時々おり、その可能性は考えられないかとの発言
があった。事実本例では、初診時に先ずプロカイン
ペニシリンとゲンタマイシンが投与され、午後に
アジスロマイシンが追加投与されている。その可
能性も今後検討する必要があるものと考えられ
た。別の参加者からは、間質性肺炎の領域の形成機
序について、2型肺胞上皮細胞の壊死が気になる
が、ウイルス感染はないのかとの質問がなされた。
演者は2型肺胞上皮細胞の障害や反応像は認めら
れるが、封入体などは全く観察されず、遺伝子検査
や免疫染色での確認は特に行っていないが、ウイ
ルスの感染はないと考えていると回答した。馬ヘ
ルペスウイルス5型による多結節性肺線維症は、
肺の線維化を引き起こす感染症で、わが国でも発
生が報告されていることから、本症との鑑別診断
は重要なのかもしれない。他にも様々な意見や所
感が参加者からあったが、最終的な組織および疾
病診断名は、演者の提案したものに特に修正が加
えられることもなく承認された。
　わが国においては、これまでに子馬のロドコッ
カス・エクイ感染症に対する精力的な調査研究が
日高地区の家畜保健所、各種団体、臨床獣医師、大
学、そしてJRAが協力して実施され、これにより実
際の治療や検査のレベルは向上し、効果的な抗菌
薬の適用が広く普及されたことにより、一時期本
病の発症は非常に少なくなった。しかし近年、
ニューモシスティス肺炎を伴った子馬のロドコッ
カス・エクイ感染症で斃死する症例が散見される
ようになり、この様な病態の症例について詳細な
調査と対応が必要と考えられた。

（片山芳也）

泌尿器系腫瘍の臨床
三品美夏（麻布大学）

　全腫瘍の中で泌尿器腫瘍が占める割合は低いと
言われているが，犬や猫の高齢化に伴い罹患症例
は増加傾向にあると思われる。今回は犬猫の泌尿

器系腫瘍の中でも腎臓腫瘍および膀胱腫瘍（主に
移行上皮癌）について臨床の立場からの発表が行
われたので，その概要について報告する。

【診断】
　泌尿器系腫瘍の主な臨床兆候は血尿であるが，
多くの泌尿器系疾患でも血尿が認められる。その
ため，各種検査を組み合わせて総合的に診断する
ことが重要である。
　腎臓腫瘍の場合には，血尿以外に泌尿器疾患を
疑う臨床兆候が見られず，食欲不振，元気消失なら
びに体重減少などの非特異的な臨床兆候を呈すこ
とが多い。また，触診によって腫瘤が触知されるこ
ともある。血液検査では，エリストポイエチン産生
性腫瘍による多血症，猫の腎臓リンパ腫のように
両側性腎臓腫瘍で高窒素血症が認められる場合を
除き，異常所見が認められることは少ない。画像診
断では，単純レントゲン検査，超音波検査，排泄性
尿路造影，CT検査などで腫瘍の大きさ，内部構造，
周囲組織への浸潤や転移の有無を確認する必要が
ある。片側性腎腫瘍では外科的摘出が適応される
ため，リンパ腫以外に積極的な生検を行うことは
少ない。
　膀胱腫瘍の場合，頻尿，血尿あるいは排尿困難な
どの症状が見られる。これらの症状は膀胱炎など
の下部尿路疾患でも認められ，抗生剤や止血剤の
投与によって一時的に改善することが多い。しか
し，投薬の中止によって症状は再発し，徐々に悪化
する傾向がある。血液検査では，腫瘍による尿路閉
塞が生じない限り，異常所見は認められない。尿沈
渣中に異形細胞が認められることもあるが，この

ような細胞は慢性膀胱炎でも認められることがあ
るため注意が必要である。一方，超音波検査は非常
に有効な診断方法であり，腫瘍の大きさや発生部
位，腎臓や所属リンパ節の観察も可能である。さら
に，現在ではCT検査による遠隔転移や周囲組織へ
の浸潤の検索も行われている。膀胱腫瘍の生検に
は尿道カテーテルを用いた吸引生検が推奨されて
いるが，中型以上の雌犬であれば膀胱内視鏡によ
る病変部位の観察と組織生検が可能である。

【治療と予後】
　片側性の良性腎臓腫瘍は外科的摘出による根治
が可能で，予後も良好である。しかし，悪性腫瘍で
あれば発見時にリンパ節転移や遠隔転移，周囲組
織への浸潤が進み，予後不良であることが多い。猫
の腎臓リンパ腫には化学療法が選択されるが，一
般的には予後不良である。
　発生部位や腫瘍の大きさによるが，良性の膀胱
腫瘍は適切に切除できれば，予後良好である。しか
し，発生部位，浸潤性や転移の有無によって予後は
異なる。一般的には，膀胱先端や腹側に限局的に発
生した非浸潤性腫瘍は，適切な外科手術によって
比較的予後は良好である。一方，膀胱三角部や膀胱
全域に発生した腫瘍の予後は不良であることが多
い。進行とともに尿路閉鎖が生じた場合，尿流の確
保が生死に関わる。もっとも積極的な治療として，
膀胱腫瘍の摘出ならびに尿路変更があげられる。
また，化学療法（ミトキサントロン）やNSAIDs（ピ
ロキシカム）を用いた内科療法，カテーテル留置や
ステント設置術などが行われている。

（越智章仁）
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  平成28年3月29日（火）～30日（水）に三鷹市公会
堂で開催された第3回日本獣医病理学専門家協会

（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を報告
する。本学会では、初日に第56回獣医病理学研修
会が、2日目に特別講演「癌診断と治療へ向けた新
たな概念－癌幹細胞と上皮間葉転換̶」、チュート
リアルセミナー「泌尿器系腫瘍の臨床と病理」、ス
ライドセミナー「前臨床試験における循環器病
理」、および卒後教育セミナー「眼毒性の発生メカ
ニズム」「ラット膵島の加齢性病変」が実施された。
また、今年からの新たな試みとしてポスターセッ
ションが設けられ、38演題が発表された。
　病理研修会提出標本の病理組織学的診断名は以
下のとおりであった。

（上野孝範）

　第56回獣医病理学研修会においてはJRAから
は 、生 産 地 疾 病 調 査 で 収 集 し た 子 馬 の 肺

（No.1153）の組織標本を提出した。以下に、本発表
と討議の概要について記載する。 

No.1153　馬の肺（JRA総研）
　出題組織標本は北海道日高地方で飼育されてい
たサラブレッド種、牝、45日齢の子馬の肺で、臨床
的には、7月11日に初診で、体温39.5℃、脈拍数
120、呼吸数100、哺乳（－）、発咳・チアノーゼ

（＋）、左肺に粗励音が認められた。抗菌薬による治
療がなされたが、7月13日馬房内で斃死している
のが発見された。現地の獣医師が病理解剖を実施
し、ホルマリン固定された主要臓器がJRAに搬入
された。ホルマリン固定された肺の肉眼観察では、
部分的に白色病巣が認められた。
　提出標本の組織所見では、先ず、肉眼的に白色を
呈した病巣は、その中心に大量の好中球が集簇し、
被包化膿瘍の如き領域が認められた。それら好中

日本超音波医学会第89回学術集会

　日本超音波医学会第89回学術集会は、「Better 
World with 3US」をテーマに京都国際会議場で平
成28年5月27日から29日まで開催された。今回は
国際学会2つと同時開催のために、Worldがテーマ
に組み込まれており、演題発表スライドに関して
も英語で作製されていた。また、3USとは本学会に

込められた3つの信念に由来している。3つの信念
とは、救急の現場や初診においてCTやMRIよりも
まず先に超音波検査(US)を行うことにより膨大な
情報を非侵襲的に得ることができるという信念
(Ultrasound 1st)、アジアの国では高額なCTやMRI
がない病院が多く、超音波検査が重要な診断機器

であるという背景を踏まえ、本学会の参加者
（Ourselves=US）によってより良い国作りの一助と
なりたいという信念、そして、進歩が著しい超音波
診断装置を所有していても、自分自身の検査能力
がなければ利用できないため、常にUltimate Skill
(US)を得る努力が必要であるという信念である。
　今学会において発表演題数が多い医学領域は、
循環器、消化器、乳腺、産婦人科領域であった。整形
外科領域に関する発表演題は少ない現状にある。
これは、そもそも超音波検査が内臓器の観察を主
眼において発展してきた経緯の他に、超音波は骨
表面での反射が多いことから、整形外科領域では
X線、CTおよびMRIが多く実施されているためで
ある。しかし、高機能な画像処理システムや高周波
数のプローブなど超音波技術の発展に伴い、整形
外科領域においても普及が進んでいる。以下に、2
つの演題を紹介する。

○スポーツ選手の資質の検討における骨密度測定
の可能性

藤澤義彦(同志社大学)
　我々はスポーツ選手の競技力向上を目的とし
て、「スポーツ選手の資質」について研究している。
種々のスポーツ選手に必要と考えられる内的資質
の項目のひとつに「骨強度」があり、本発表では「ス
ポーツがアスリートの骨強度に与える影響」につ
いて検討した。LD-100は同志社大学理工学部超音
波研究室と応用電機株式会社が共同開発し、超音
波の高速波と低速波の2 波の伝搬特性を利用し
て、骨の内部構造とともに骨強度すなわち骨密度
および骨質の定量的評価が可能な装置であり、
pQCTとの皮質骨厚と海綿骨骨密度の測定値間の
相関関係が非常に高いことからその信頼性は証明
されている。また、従来のX線法では計測不可能な
骨の構造的弾性を被曝なく頻回に評価できるた
め、より多角的にスポーツ活動と骨強度との関係
についての検討を行うことが可能という利点を有
する。
　一般に骨は、骨強度が高いと骨密度とともに骨
質を示す海綿骨弾性定数も高い値を示す。コンタ
クトスポーツの代表であるアメリカンフットボー
ル選手と同世代の一般人を比較すると、アメリカ

ンフットボール選手の骨密度、皮質骨厚、海綿骨弾
性定数は有意に高い値を示した。このことから日
常的にウェイトトレーニングを行うことで、骨密
度、皮質骨厚、海綿骨弾性定数が増加し、より強い
骨が形成されていることが示唆された。また、先行
研究ではバーベルなどの重量物を単純に持ち上げ
るパワーリフティング（例：ベンチプレス、スク
ワット）の記録と骨密度との関連性が指摘されて
いたが、我々の研究では速度×力の積であるパ
ワーを強調したオリンピックリフティング（例：ク
リーン）の方が骨密度と有意な正の相関を認める
ことが示された。しかし、パワーを追及する種目で
はないフェンシングのトップレベル選手の中に
は、非常に高い骨密度を示すにも関わらず海綿骨
弾性定数が低い値を示す選手が存在する。すなわ
ち「強いが非常にしなやかな骨」を持つ選手と評価
できる。これは、種目別の競技力向上策を検討する
上で、看過出来ない“事実”であると考えている。
　現在のスポーツ競技力向上策は、従来の「選抜強
化型」から、「発掘育成型」に変化している。将来の
一流スポーツ選手を育成するためには、一般的な
トレーニングをルーティンでこなす時代は終了し
ており、これからは多角的にスポーツ選手の内的・
外的資質を各種測定により検討し、その成果を新
人の発掘や新しいトレーニング・メニューの開発
に利用しなければならない。スポーツ選手の内在
的資質のひとつである骨強度（骨密度および骨質）
の評価は、競技特性に合わせた選手の発掘という
観点から今後さらに重要性が増すものと考えてい
る。
　演者らはスポーツ選手の競技力向上を目的とし
て、｢スポーツ選手の資質」について研究を続けて
きた。骨密度、皮質骨厚および海綿骨弾性定数など
の骨質評価において、競技内容に応じた特徴が認
められたことは非常に興味深い。競走馬に求めら
れるスピードに関連する骨質項目について質問し
たところ、要旨に記載されているパワーリフティ
ングの選手で観察された項目が有望であろうが、
詳しいデータはないとのことだった。今後、中・短
距離走の選手に関する研究が発展することによっ
て、競走能力に影響を与える骨質項目が特定され
ることを期待する。

○伝えたい！超音波が変える運動器の救急診療
皆川洋至(医療法人城東整形外科)

　20世紀をレントゲン時代と呼ぶ。当時は頼れる
イメージモダリティがX線装置しかなかったた
め、どこか痛がる患者が来院すれば、放射線技師に
お願いし患部をX線撮影した（まずレントゲン）。
病態がはっきりしなくても、明らかな骨折や脱臼
がなければそれで済まされた（骨に異常ありませ
ん）。骨しか見えないX線写真だけでは運動器疾患
を正確に診断できなかったため、「打撲」や「捻挫」
といった診断名を使わざるを得なかった。診断レ
ベルが低ければ、治療レベルも低くなる（はいシッ
プ、痛み止め）。治療効果が少ないときには“年のせ
い”にし、曖昧な治療を当たり前のように漫然と繰
り返した。「まずレントゲン」、「骨に異常ありませ
ん」、「はいシップ、痛み止め」が常識だった20 世紀
は患者サイドから見れば、まさに運動器診療の暗
黒時代であった。21 世紀に入り、エコー時代への
パラダイムシフトが始まる。骨しか見えないX線
写真に対し、超音波画像では骨ばかりでなく、運動
機構生体の軟骨・筋・腱・靭帯・神経・血管がプロー
ブを当てるだけで簡単に観察できるようになった
のである。エコーの優れた空間分解能は、最高のイ
メージモダリティと謳われてきたMRI を超え、骨
膜の肥厚、軟骨の亀裂、腱や靭帯の不全断裂、末梢
神経のくびれ、そして微小静脈血栓など、従来描出
できなかった様々な病変がとらえられるように
なった。エコー特有の優れた時間分解能が、リアル
タイムな動きの観察、血流状態の把握、さらには軟
部組織の固さの定量化を可能にした。基本である
解剖学と整形外科学の知識を動員すれば、多くの
運動器疾患の病態が瞬時に把握できるようになっ
たのである（見えるから分かる）。そして病態の可
視化が治療レベルの飛躍的向上につながっていく

（分かるからできる）。超音波ガイド下注射ができ
るだけでも、運動器疾患による激烈な痛みは瞬時

に取り去ることができる。救急診療の現場だから
こそ、今の時代にレントゲン時代の常識を通用さ
せてはならないのである。超音波診療が整形外科
ばかりでなく、運動器に関わるリウマチ科、ペイン
クリニック、放射線科、総合診療科で急速に普及し
ている。エコーを駆使することで、人手と時間をか
けずに素早く正確な診療ができるようになったこ
とが背景にある。大幅な医療費削減にもつながる
ため、今後は間違いなく時代が超音波診療を後押
ししていくことになる。
　演者らは整形外科領域における超音波検査の有
用性を多彩な超音波アプリケーションを用いて説
明した。超音波検査のメリットは非侵襲的に、軟部
組織を詳細に、動的状態を観察できることである。
ウマ医療での報告は少ないが、演者らは超音波検
査下においてヒトの指を繰り返し屈曲・伸展させ、
指の腱がスムーズに動くかどうかを腱周囲炎の判
断指標の一つに用いていた。また、超音波検査の苦
手分野の一つであった骨表面の描出に関しても、
超音波技術の発展によって改善されている。演者
らはX線やCTでは描出できない下腿骨における疲
労骨折の兆候が、超音波検査では軽度の骨膜出現
や微小血管の増加等の特徴的な画像として描出で
きることを紹介し、野球少年や長距離選手などの
スポーツ選手に対する健康診断の一つとして超音
波検査を利用することの重要性を説明した。その
一方、超音波検査の「最大の」弱点として検査者依
存性が他のモダリティと比較して大きいことを説
明し、個人としての超音波技術の研鑽、院内におけ
る操作技術や診断基準の統一、そして学会から提
示されているガイドラインの遵守を徹底すること
が重要であることを紹介した。
　整形外科領域の疾患が多い競走馬臨床におい
て、超音波検査は利用方法次第でヒト医療と同様
に有用なモダリティになり得ると考えられた。

（田村周久）

球の周囲には大量のマクロファージと類上皮細
胞、線維芽細胞、リンパ球、形質細胞が観察された。
抗マクロファージモノクローナル抗体による免疫
染色では、好中球の集簇巣に混在あるいは取り囲
む様に陽性のマクロファージが多数観察された。
それらマクロファージは、細胞質内に顆粒状物を
大量に貪食して大型化していた。グラム染色では、
マクロファージの細胞質内の顆粒状物は、陽性を
呈した。抗ロドコッカス・エクイモノクローナル抗
体を用いた免疫染色では、多くのマクロファージ
の細胞質内に陽性を呈する球状ないし短桿状の細
菌が確認された。また、被包化膿瘍の如き白色病巣
の周囲の肺組織では、気管支から肺胞にかけて好
中球が充満する化膿性気管支肺炎が観察された。
それら好中球には多核巨細胞や類上皮細胞もしば
しば混在していた。いっぽう、好中球の浸潤がほと
んど見られない別の領域の肺組織では、肺胞壁に
おける硝子膜の形成や肺胞腔内への蛋白成分の貯
留が諸所に見られた。さらにこれら領域では、肺胞
内へのマクロファージや多核巨細胞の浸潤、Ⅱ型
肺胞上皮の腫大および増生、そして肺胞壁におけ
るリンパ球やマクロファージの浸潤と膠原線維や
細網線維の増生も観察され、間質性肺炎と考えら
れた。同部のグロコット染色では、肺胞内に存在す
る頽廃物や硝子膜内にジャガイモ状あるいは三日
月状を呈する酵母様物、あるいはマクロファージ
の細胞質内に萎縮した多数の球状の構造物が諸所
に観察され、ニューモシスティスと考えられた。
　以上の組織所見を要約すると、肺において、好中
球の重度な集簇・浸潤が観察され、それら病巣では
ロドコッカス・エクイを貪食するマクロファージ、
類上皮細胞、線維芽細胞、リンパ球などが認められ
たことから、化膿性肉芽腫性肺炎と考えられた。ま
たその病変以外の領域では、ニューモシスティス
の感染を伴った間質性肺炎と考えられた。従って、
提出標本の病理組織学的診断名としては、「子馬に
おけるニューモシスティスの感染を伴った間質性
肺炎とロドコッカス・エクイによる化膿性肉芽腫
性肺炎」を、また疾病診断名としては「ニューモシ
スティス肺炎を伴った子馬のロドコッカス・エク
イ感染症」を提案した。
　発表後の討論では、病変の解釈や形成機序につ

いて、参加者から様々な質問や意見が述べられた。
例えば、硝子膜の形成機序について、演者はニュー
モシスティス感染によって引き起こされた可能性
を説明したが、参加者からは治療のために使用し
た抗菌薬であるアジスロマイシンに過敏な馬が
時々おり、その可能性は考えられないかとの発言
があった。事実本例では、初診時に先ずプロカイン
ペニシリンとゲンタマイシンが投与され、午後に
アジスロマイシンが追加投与されている。その可
能性も今後検討する必要があるものと考えられ
た。別の参加者からは、間質性肺炎の領域の形成機
序について、2型肺胞上皮細胞の壊死が気になる
が、ウイルス感染はないのかとの質問がなされた。
演者は2型肺胞上皮細胞の障害や反応像は認めら
れるが、封入体などは全く観察されず、遺伝子検査
や免疫染色での確認は特に行っていないが、ウイ
ルスの感染はないと考えていると回答した。馬ヘ
ルペスウイルス5型による多結節性肺線維症は、
肺の線維化を引き起こす感染症で、わが国でも発
生が報告されていることから、本症との鑑別診断
は重要なのかもしれない。他にも様々な意見や所
感が参加者からあったが、最終的な組織および疾
病診断名は、演者の提案したものに特に修正が加
えられることもなく承認された。
　わが国においては、これまでに子馬のロドコッ
カス・エクイ感染症に対する精力的な調査研究が
日高地区の家畜保健所、各種団体、臨床獣医師、大
学、そしてJRAが協力して実施され、これにより実
際の治療や検査のレベルは向上し、効果的な抗菌
薬の適用が広く普及されたことにより、一時期本
病の発症は非常に少なくなった。しかし近年、
ニューモシスティス肺炎を伴った子馬のロドコッ
カス・エクイ感染症で斃死する症例が散見される
ようになり、この様な病態の症例について詳細な
調査と対応が必要と考えられた。

（片山芳也）

泌尿器系腫瘍の臨床
三品美夏（麻布大学）

　全腫瘍の中で泌尿器腫瘍が占める割合は低いと
言われているが，犬や猫の高齢化に伴い罹患症例
は増加傾向にあると思われる。今回は犬猫の泌尿

器系腫瘍の中でも腎臓腫瘍および膀胱腫瘍（主に
移行上皮癌）について臨床の立場からの発表が行
われたので，その概要について報告する。

【診断】
　泌尿器系腫瘍の主な臨床兆候は血尿であるが，
多くの泌尿器系疾患でも血尿が認められる。その
ため，各種検査を組み合わせて総合的に診断する
ことが重要である。
　腎臓腫瘍の場合には，血尿以外に泌尿器疾患を
疑う臨床兆候が見られず，食欲不振，元気消失なら
びに体重減少などの非特異的な臨床兆候を呈すこ
とが多い。また，触診によって腫瘤が触知されるこ
ともある。血液検査では，エリストポイエチン産生
性腫瘍による多血症，猫の腎臓リンパ腫のように
両側性腎臓腫瘍で高窒素血症が認められる場合を
除き，異常所見が認められることは少ない。画像診
断では，単純レントゲン検査，超音波検査，排泄性
尿路造影，CT検査などで腫瘍の大きさ，内部構造，
周囲組織への浸潤や転移の有無を確認する必要が
ある。片側性腎腫瘍では外科的摘出が適応される
ため，リンパ腫以外に積極的な生検を行うことは
少ない。
　膀胱腫瘍の場合，頻尿，血尿あるいは排尿困難な
どの症状が見られる。これらの症状は膀胱炎など
の下部尿路疾患でも認められ，抗生剤や止血剤の
投与によって一時的に改善することが多い。しか
し，投薬の中止によって症状は再発し，徐々に悪化
する傾向がある。血液検査では，腫瘍による尿路閉
塞が生じない限り，異常所見は認められない。尿沈
渣中に異形細胞が認められることもあるが，この

ような細胞は慢性膀胱炎でも認められることがあ
るため注意が必要である。一方，超音波検査は非常
に有効な診断方法であり，腫瘍の大きさや発生部
位，腎臓や所属リンパ節の観察も可能である。さら
に，現在ではCT検査による遠隔転移や周囲組織へ
の浸潤の検索も行われている。膀胱腫瘍の生検に
は尿道カテーテルを用いた吸引生検が推奨されて
いるが，中型以上の雌犬であれば膀胱内視鏡によ
る病変部位の観察と組織生検が可能である。

【治療と予後】
　片側性の良性腎臓腫瘍は外科的摘出による根治
が可能で，予後も良好である。しかし，悪性腫瘍で
あれば発見時にリンパ節転移や遠隔転移，周囲組
織への浸潤が進み，予後不良であることが多い。猫
の腎臓リンパ腫には化学療法が選択されるが，一
般的には予後不良である。
　発生部位や腫瘍の大きさによるが，良性の膀胱
腫瘍は適切に切除できれば，予後良好である。しか
し，発生部位，浸潤性や転移の有無によって予後は
異なる。一般的には，膀胱先端や腹側に限局的に発
生した非浸潤性腫瘍は，適切な外科手術によって
比較的予後は良好である。一方，膀胱三角部や膀胱
全域に発生した腫瘍の予後は不良であることが多
い。進行とともに尿路閉鎖が生じた場合，尿流の確
保が生死に関わる。もっとも積極的な治療として，
膀胱腫瘍の摘出ならびに尿路変更があげられる。
また，化学療法（ミトキサントロン）やNSAIDs（ピ
ロキシカム）を用いた内科療法，カテーテル留置や
ステント設置術などが行われている。

（越智章仁）
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　日本超音波医学会第89回学術集会は、「Better 
World with 3US」をテーマに京都国際会議場で平
成28年5月27日から29日まで開催された。今回は
国際学会2つと同時開催のために、Worldがテーマ
に組み込まれており、演題発表スライドに関して
も英語で作製されていた。また、3USとは本学会に

込められた3つの信念に由来している。3つの信念
とは、救急の現場や初診においてCTやMRIよりも
まず先に超音波検査(US)を行うことにより膨大な
情報を非侵襲的に得ることができるという信念
(Ultrasound 1st)、アジアの国では高額なCTやMRI
がない病院が多く、超音波検査が重要な診断機器

であるという背景を踏まえ、本学会の参加者
（Ourselves=US）によってより良い国作りの一助と
なりたいという信念、そして、進歩が著しい超音波
診断装置を所有していても、自分自身の検査能力
がなければ利用できないため、常にUltimate Skill
(US)を得る努力が必要であるという信念である。
　今学会において発表演題数が多い医学領域は、
循環器、消化器、乳腺、産婦人科領域であった。整形
外科領域に関する発表演題は少ない現状にある。
これは、そもそも超音波検査が内臓器の観察を主
眼において発展してきた経緯の他に、超音波は骨
表面での反射が多いことから、整形外科領域では
X線、CTおよびMRIが多く実施されているためで
ある。しかし、高機能な画像処理システムや高周波
数のプローブなど超音波技術の発展に伴い、整形
外科領域においても普及が進んでいる。以下に、2
つの演題を紹介する。

○スポーツ選手の資質の検討における骨密度測定
の可能性

藤澤義彦(同志社大学)
　我々はスポーツ選手の競技力向上を目的とし
て、「スポーツ選手の資質」について研究している。
種々のスポーツ選手に必要と考えられる内的資質
の項目のひとつに「骨強度」があり、本発表では「ス
ポーツがアスリートの骨強度に与える影響」につ
いて検討した。LD-100は同志社大学理工学部超音
波研究室と応用電機株式会社が共同開発し、超音
波の高速波と低速波の2 波の伝搬特性を利用し
て、骨の内部構造とともに骨強度すなわち骨密度
および骨質の定量的評価が可能な装置であり、
pQCTとの皮質骨厚と海綿骨骨密度の測定値間の
相関関係が非常に高いことからその信頼性は証明
されている。また、従来のX線法では計測不可能な
骨の構造的弾性を被曝なく頻回に評価できるた
め、より多角的にスポーツ活動と骨強度との関係
についての検討を行うことが可能という利点を有
する。
　一般に骨は、骨強度が高いと骨密度とともに骨
質を示す海綿骨弾性定数も高い値を示す。コンタ
クトスポーツの代表であるアメリカンフットボー
ル選手と同世代の一般人を比較すると、アメリカ

ンフットボール選手の骨密度、皮質骨厚、海綿骨弾
性定数は有意に高い値を示した。このことから日
常的にウェイトトレーニングを行うことで、骨密
度、皮質骨厚、海綿骨弾性定数が増加し、より強い
骨が形成されていることが示唆された。また、先行
研究ではバーベルなどの重量物を単純に持ち上げ
るパワーリフティング（例：ベンチプレス、スク
ワット）の記録と骨密度との関連性が指摘されて
いたが、我々の研究では速度×力の積であるパ
ワーを強調したオリンピックリフティング（例：ク
リーン）の方が骨密度と有意な正の相関を認める
ことが示された。しかし、パワーを追及する種目で
はないフェンシングのトップレベル選手の中に
は、非常に高い骨密度を示すにも関わらず海綿骨
弾性定数が低い値を示す選手が存在する。すなわ
ち「強いが非常にしなやかな骨」を持つ選手と評価
できる。これは、種目別の競技力向上策を検討する
上で、看過出来ない“事実”であると考えている。
　現在のスポーツ競技力向上策は、従来の「選抜強
化型」から、「発掘育成型」に変化している。将来の
一流スポーツ選手を育成するためには、一般的な
トレーニングをルーティンでこなす時代は終了し
ており、これからは多角的にスポーツ選手の内的・
外的資質を各種測定により検討し、その成果を新
人の発掘や新しいトレーニング・メニューの開発
に利用しなければならない。スポーツ選手の内在
的資質のひとつである骨強度（骨密度および骨質）
の評価は、競技特性に合わせた選手の発掘という
観点から今後さらに重要性が増すものと考えてい
る。
　演者らはスポーツ選手の競技力向上を目的とし
て、｢スポーツ選手の資質」について研究を続けて
きた。骨密度、皮質骨厚および海綿骨弾性定数など
の骨質評価において、競技内容に応じた特徴が認
められたことは非常に興味深い。競走馬に求めら
れるスピードに関連する骨質項目について質問し
たところ、要旨に記載されているパワーリフティ
ングの選手で観察された項目が有望であろうが、
詳しいデータはないとのことだった。今後、中・短
距離走の選手に関する研究が発展することによっ
て、競走能力に影響を与える骨質項目が特定され
ることを期待する。

○伝えたい！超音波が変える運動器の救急診療
皆川洋至(医療法人城東整形外科)

　20世紀をレントゲン時代と呼ぶ。当時は頼れる
イメージモダリティがX線装置しかなかったた
め、どこか痛がる患者が来院すれば、放射線技師に
お願いし患部をX線撮影した（まずレントゲン）。
病態がはっきりしなくても、明らかな骨折や脱臼
がなければそれで済まされた（骨に異常ありませ
ん）。骨しか見えないX線写真だけでは運動器疾患
を正確に診断できなかったため、「打撲」や「捻挫」
といった診断名を使わざるを得なかった。診断レ
ベルが低ければ、治療レベルも低くなる（はいシッ
プ、痛み止め）。治療効果が少ないときには“年のせ
い”にし、曖昧な治療を当たり前のように漫然と繰
り返した。「まずレントゲン」、「骨に異常ありませ
ん」、「はいシップ、痛み止め」が常識だった20 世紀
は患者サイドから見れば、まさに運動器診療の暗
黒時代であった。21 世紀に入り、エコー時代への
パラダイムシフトが始まる。骨しか見えないX線
写真に対し、超音波画像では骨ばかりでなく、運動
機構生体の軟骨・筋・腱・靭帯・神経・血管がプロー
ブを当てるだけで簡単に観察できるようになった
のである。エコーの優れた空間分解能は、最高のイ
メージモダリティと謳われてきたMRI を超え、骨
膜の肥厚、軟骨の亀裂、腱や靭帯の不全断裂、末梢
神経のくびれ、そして微小静脈血栓など、従来描出
できなかった様々な病変がとらえられるように
なった。エコー特有の優れた時間分解能が、リアル
タイムな動きの観察、血流状態の把握、さらには軟
部組織の固さの定量化を可能にした。基本である
解剖学と整形外科学の知識を動員すれば、多くの
運動器疾患の病態が瞬時に把握できるようになっ
たのである（見えるから分かる）。そして病態の可
視化が治療レベルの飛躍的向上につながっていく

（分かるからできる）。超音波ガイド下注射ができ
るだけでも、運動器疾患による激烈な痛みは瞬時

に取り去ることができる。救急診療の現場だから
こそ、今の時代にレントゲン時代の常識を通用さ
せてはならないのである。超音波診療が整形外科
ばかりでなく、運動器に関わるリウマチ科、ペイン
クリニック、放射線科、総合診療科で急速に普及し
ている。エコーを駆使することで、人手と時間をか
けずに素早く正確な診療ができるようになったこ
とが背景にある。大幅な医療費削減にもつながる
ため、今後は間違いなく時代が超音波診療を後押
ししていくことになる。
　演者らは整形外科領域における超音波検査の有
用性を多彩な超音波アプリケーションを用いて説
明した。超音波検査のメリットは非侵襲的に、軟部
組織を詳細に、動的状態を観察できることである。
ウマ医療での報告は少ないが、演者らは超音波検
査下においてヒトの指を繰り返し屈曲・伸展させ、
指の腱がスムーズに動くかどうかを腱周囲炎の判
断指標の一つに用いていた。また、超音波検査の苦
手分野の一つであった骨表面の描出に関しても、
超音波技術の発展によって改善されている。演者
らはX線やCTでは描出できない下腿骨における疲
労骨折の兆候が、超音波検査では軽度の骨膜出現
や微小血管の増加等の特徴的な画像として描出で
きることを紹介し、野球少年や長距離選手などの
スポーツ選手に対する健康診断の一つとして超音
波検査を利用することの重要性を説明した。その
一方、超音波検査の「最大の」弱点として検査者依
存性が他のモダリティと比較して大きいことを説
明し、個人としての超音波技術の研鑽、院内におけ
る操作技術や診断基準の統一、そして学会から提
示されているガイドラインの遵守を徹底すること
が重要であることを紹介した。
　整形外科領域の疾患が多い競走馬臨床におい
て、超音波検査は利用方法次第でヒト医療と同様
に有用なモダリティになり得ると考えられた。

（田村周久）
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　日本超音波医学会第89回学術集会は、「Better 
World with 3US」をテーマに京都国際会議場で平
成28年5月27日から29日まで開催された。今回は
国際学会2つと同時開催のために、Worldがテーマ
に組み込まれており、演題発表スライドに関して
も英語で作製されていた。また、3USとは本学会に

込められた3つの信念に由来している。3つの信念
とは、救急の現場や初診においてCTやMRIよりも
まず先に超音波検査(US)を行うことにより膨大な
情報を非侵襲的に得ることができるという信念
(Ultrasound 1st)、アジアの国では高額なCTやMRI
がない病院が多く、超音波検査が重要な診断機器

第206回つくば病理談話会および
第102回JPCスライドセミナー

　第206回つくば病理談話会および第102回JPC
スライドセミナーが平成28年6月3日に茨城県つ

くば市の農研機構 動物衛生研究部門で開催され、
参加した。今回のつくば病理談話会は、鶏に関する

以下の２題の演題であり、馬と動物種は異なるが、
ウイルスや真菌感染に対する組織反応を勉強する
良い機会であった。

381）鶏の伝染性気管支炎ウイルスによる偽好酸
球浸潤の顕著な尿細管間質性腎炎

〔鶏の伝染性気管支炎（腎炎型〕
382）鶏のAspergillus flavusによる肉芽腫性肺炎

〔A.flavusによる鶏アスペルギルス症〕

　381）では、尿細管に見られた尿酸塩結晶がヘマ
トキシリン・エオジン染色（以下、ＨＥ染色）では球
状を呈していたが、通常、この種の結晶は針状を呈
し（痛風の関節にみられる結晶が典型）、形態で判
断できないのではないかという議論になった。別
の例えば組織化学的あるいは超微形態的な証明が
できるのではという意見もみられた。尿酸塩は水
溶性でありホルマリン固定で溶出されるのではと
いった意見もあり、ＨＥ染色だけではなく診断を
強固にする手段が必要と感じた。また、尿細管上皮
基底膜の破壊は尿細管拡張による機械的なもので
はという意見もあったが、感染による組織の脆弱
化がもたらした結果とも考えられた。感染性の炎
症に関する基本的な生体反応について今一度整理
しておきたい。
　382）では、真菌感染に関する多核巨細胞の出現
する肉芽腫性肺炎を主体とする病理像であった。
今回の病性鑑定の対象は2例でそのうち1例がア
スペルギルス症の診断が下されたが、他にも発生
鶏がいたとのことで、この症例のみがアスペルギ
ルス症であったのかどうか興味のあるところであ
る。鶏真菌症の報告は少ないが、病性鑑定で経験し
ている参加者も散見された。
　談話会に引き続き、JPCスライドセミナーが開
催された。JPCスライドセミナーは米国Joint  
Pathology Centerが主催する獣医病理スライドセ
ミナーである。今回は2015 Wednesday Slide 
Conferenceの中から以下の9症例について、各都
道府県の家畜保険所から動物衛生研究所に派遣さ
れている長期研修生がスライドを用いて、各担当
者の知見（JPCスライドセミナーで使用された組
織像以外に発表者がスライド標本から撮影した画

像や、関連する文献など必要に応じて付加）を交え
て発表する勉強会であった。スライド標本は当日
の午前中から事前に鏡見できるので、参加者は自
分なりの組織診断を行ったうえでセミナーに参加
することができる。
 　以下、参考に発表された９症例の概要とJPCに
よる診断を付記する。

JPCによる診断
（１）腸管、リンパ節、腸間膜：細胞内外に多量の桿

菌が感染する肉芽腫性壊死性慢性活動性多発
性小腸結腸炎、リンパ節炎および腹膜炎

（２）肝臓：肉芽腫性肝炎、肝細胞萎縮を伴う：多包
虫による包虫嚢胞

（３）脾臓：顕著なリンパ球減少、フィブリン血栓、
髄外造血を伴う壊死性多発性脾炎

（４）胎盤、絨毛膜絨毛：軽度の血管炎および絨毛内
の多量の桿菌を伴う壊死性多発性胎盤炎

（５）肺：胸膜の線維素および水腫、散在性の組織球
内の複屈折性結晶を伴う重度の多発性結節性
肉芽腫性肺炎

（６）小脳および脳幹：アピコンプレクサ門原虫シ
ゾントを伴う亜急性多発性壊死性灰白脳炎、
中等度のリンパ球および好中球浸潤を伴う髄
膜炎

（７）大腸：細胞内外に重度の多数のトリコモナス
寄生を伴う多発性壊死性結腸炎　　

（８）肺：ロットワイラー雑種犬における重度な多
数の上皮内および核内ウイルス封入体を伴う
多発性肺炎壊死性気管支間質性肺炎

　　膵臓：中等度の多数の上皮内および核内ウイ
ルス封入体を伴う壊死性多発性膵炎

　　膵臓周囲および腸間膜の脂肪組織：石鹸を伴
う壊死性多発性脂肪壊死

（９）肝臓：ブリッジング線維症および成熟線虫と
卵を伴う中等度の慢性多発性肉芽腫性好酸球
性肝炎

（冨田篤志）

であるという背景を踏まえ、本学会の参加者
（Ourselves=US）によってより良い国作りの一助と
なりたいという信念、そして、進歩が著しい超音波
診断装置を所有していても、自分自身の検査能力
がなければ利用できないため、常にUltimate Skill
(US)を得る努力が必要であるという信念である。
　今学会において発表演題数が多い医学領域は、
循環器、消化器、乳腺、産婦人科領域であった。整形
外科領域に関する発表演題は少ない現状にある。
これは、そもそも超音波検査が内臓器の観察を主
眼において発展してきた経緯の他に、超音波は骨
表面での反射が多いことから、整形外科領域では
X線、CTおよびMRIが多く実施されているためで
ある。しかし、高機能な画像処理システムや高周波
数のプローブなど超音波技術の発展に伴い、整形
外科領域においても普及が進んでいる。以下に、2
つの演題を紹介する。

○スポーツ選手の資質の検討における骨密度測定
の可能性

藤澤義彦(同志社大学)
　我々はスポーツ選手の競技力向上を目的とし
て、「スポーツ選手の資質」について研究している。
種々のスポーツ選手に必要と考えられる内的資質
の項目のひとつに「骨強度」があり、本発表では「ス
ポーツがアスリートの骨強度に与える影響」につ
いて検討した。LD-100は同志社大学理工学部超音
波研究室と応用電機株式会社が共同開発し、超音
波の高速波と低速波の2 波の伝搬特性を利用し
て、骨の内部構造とともに骨強度すなわち骨密度
および骨質の定量的評価が可能な装置であり、
pQCTとの皮質骨厚と海綿骨骨密度の測定値間の
相関関係が非常に高いことからその信頼性は証明
されている。また、従来のX線法では計測不可能な
骨の構造的弾性を被曝なく頻回に評価できるた
め、より多角的にスポーツ活動と骨強度との関係
についての検討を行うことが可能という利点を有
する。
　一般に骨は、骨強度が高いと骨密度とともに骨
質を示す海綿骨弾性定数も高い値を示す。コンタ
クトスポーツの代表であるアメリカンフットボー
ル選手と同世代の一般人を比較すると、アメリカ

ンフットボール選手の骨密度、皮質骨厚、海綿骨弾
性定数は有意に高い値を示した。このことから日
常的にウェイトトレーニングを行うことで、骨密
度、皮質骨厚、海綿骨弾性定数が増加し、より強い
骨が形成されていることが示唆された。また、先行
研究ではバーベルなどの重量物を単純に持ち上げ
るパワーリフティング（例：ベンチプレス、スク
ワット）の記録と骨密度との関連性が指摘されて
いたが、我々の研究では速度×力の積であるパ
ワーを強調したオリンピックリフティング（例：ク
リーン）の方が骨密度と有意な正の相関を認める
ことが示された。しかし、パワーを追及する種目で
はないフェンシングのトップレベル選手の中に
は、非常に高い骨密度を示すにも関わらず海綿骨
弾性定数が低い値を示す選手が存在する。すなわ
ち「強いが非常にしなやかな骨」を持つ選手と評価
できる。これは、種目別の競技力向上策を検討する
上で、看過出来ない“事実”であると考えている。
　現在のスポーツ競技力向上策は、従来の「選抜強
化型」から、「発掘育成型」に変化している。将来の
一流スポーツ選手を育成するためには、一般的な
トレーニングをルーティンでこなす時代は終了し
ており、これからは多角的にスポーツ選手の内的・
外的資質を各種測定により検討し、その成果を新
人の発掘や新しいトレーニング・メニューの開発
に利用しなければならない。スポーツ選手の内在
的資質のひとつである骨強度（骨密度および骨質）
の評価は、競技特性に合わせた選手の発掘という
観点から今後さらに重要性が増すものと考えてい
る。
　演者らはスポーツ選手の競技力向上を目的とし
て、｢スポーツ選手の資質」について研究を続けて
きた。骨密度、皮質骨厚および海綿骨弾性定数など
の骨質評価において、競技内容に応じた特徴が認
められたことは非常に興味深い。競走馬に求めら
れるスピードに関連する骨質項目について質問し
たところ、要旨に記載されているパワーリフティ
ングの選手で観察された項目が有望であろうが、
詳しいデータはないとのことだった。今後、中・短
距離走の選手に関する研究が発展することによっ
て、競走能力に影響を与える骨質項目が特定され
ることを期待する。

○伝えたい！超音波が変える運動器の救急診療
皆川洋至(医療法人城東整形外科)

　20世紀をレントゲン時代と呼ぶ。当時は頼れる
イメージモダリティがX線装置しかなかったた
め、どこか痛がる患者が来院すれば、放射線技師に
お願いし患部をX線撮影した（まずレントゲン）。
病態がはっきりしなくても、明らかな骨折や脱臼
がなければそれで済まされた（骨に異常ありませ
ん）。骨しか見えないX線写真だけでは運動器疾患
を正確に診断できなかったため、「打撲」や「捻挫」
といった診断名を使わざるを得なかった。診断レ
ベルが低ければ、治療レベルも低くなる（はいシッ
プ、痛み止め）。治療効果が少ないときには“年のせ
い”にし、曖昧な治療を当たり前のように漫然と繰
り返した。「まずレントゲン」、「骨に異常ありませ
ん」、「はいシップ、痛み止め」が常識だった20 世紀
は患者サイドから見れば、まさに運動器診療の暗
黒時代であった。21 世紀に入り、エコー時代への
パラダイムシフトが始まる。骨しか見えないX線
写真に対し、超音波画像では骨ばかりでなく、運動
機構生体の軟骨・筋・腱・靭帯・神経・血管がプロー
ブを当てるだけで簡単に観察できるようになった
のである。エコーの優れた空間分解能は、最高のイ
メージモダリティと謳われてきたMRI を超え、骨
膜の肥厚、軟骨の亀裂、腱や靭帯の不全断裂、末梢
神経のくびれ、そして微小静脈血栓など、従来描出
できなかった様々な病変がとらえられるように
なった。エコー特有の優れた時間分解能が、リアル
タイムな動きの観察、血流状態の把握、さらには軟
部組織の固さの定量化を可能にした。基本である
解剖学と整形外科学の知識を動員すれば、多くの
運動器疾患の病態が瞬時に把握できるようになっ
たのである（見えるから分かる）。そして病態の可
視化が治療レベルの飛躍的向上につながっていく

（分かるからできる）。超音波ガイド下注射ができ
るだけでも、運動器疾患による激烈な痛みは瞬時

に取り去ることができる。救急診療の現場だから
こそ、今の時代にレントゲン時代の常識を通用さ
せてはならないのである。超音波診療が整形外科
ばかりでなく、運動器に関わるリウマチ科、ペイン
クリニック、放射線科、総合診療科で急速に普及し
ている。エコーを駆使することで、人手と時間をか
けずに素早く正確な診療ができるようになったこ
とが背景にある。大幅な医療費削減にもつながる
ため、今後は間違いなく時代が超音波診療を後押
ししていくことになる。
　演者らは整形外科領域における超音波検査の有
用性を多彩な超音波アプリケーションを用いて説
明した。超音波検査のメリットは非侵襲的に、軟部
組織を詳細に、動的状態を観察できることである。
ウマ医療での報告は少ないが、演者らは超音波検
査下においてヒトの指を繰り返し屈曲・伸展させ、
指の腱がスムーズに動くかどうかを腱周囲炎の判
断指標の一つに用いていた。また、超音波検査の苦
手分野の一つであった骨表面の描出に関しても、
超音波技術の発展によって改善されている。演者
らはX線やCTでは描出できない下腿骨における疲
労骨折の兆候が、超音波検査では軽度の骨膜出現
や微小血管の増加等の特徴的な画像として描出で
きることを紹介し、野球少年や長距離選手などの
スポーツ選手に対する健康診断の一つとして超音
波検査を利用することの重要性を説明した。その
一方、超音波検査の「最大の」弱点として検査者依
存性が他のモダリティと比較して大きいことを説
明し、個人としての超音波技術の研鑽、院内におけ
る操作技術や診断基準の統一、そして学会から提
示されているガイドラインの遵守を徹底すること
が重要であることを紹介した。
　整形外科領域の疾患が多い競走馬臨床におい
て、超音波検査は利用方法次第でヒト医療と同様
に有用なモダリティになり得ると考えられた。

（田村周久）
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　第206回つくば病理談話会および第102回JPC
スライドセミナーが平成28年6月3日に茨城県つ

くば市の農研機構 動物衛生研究部門で開催され、
参加した。今回のつくば病理談話会は、鶏に関する

以下の２題の演題であり、馬と動物種は異なるが、
ウイルスや真菌感染に対する組織反応を勉強する
良い機会であった。

381）鶏の伝染性気管支炎ウイルスによる偽好酸
球浸潤の顕著な尿細管間質性腎炎

〔鶏の伝染性気管支炎（腎炎型〕
382）鶏のAspergillus flavusによる肉芽腫性肺炎

〔A.flavusによる鶏アスペルギルス症〕

　381）では、尿細管に見られた尿酸塩結晶がヘマ
トキシリン・エオジン染色（以下、ＨＥ染色）では球
状を呈していたが、通常、この種の結晶は針状を呈
し（痛風の関節にみられる結晶が典型）、形態で判
断できないのではないかという議論になった。別
の例えば組織化学的あるいは超微形態的な証明が
できるのではという意見もみられた。尿酸塩は水
溶性でありホルマリン固定で溶出されるのではと
いった意見もあり、ＨＥ染色だけではなく診断を
強固にする手段が必要と感じた。また、尿細管上皮
基底膜の破壊は尿細管拡張による機械的なもので
はという意見もあったが、感染による組織の脆弱
化がもたらした結果とも考えられた。感染性の炎
症に関する基本的な生体反応について今一度整理
しておきたい。
　382）では、真菌感染に関する多核巨細胞の出現
する肉芽腫性肺炎を主体とする病理像であった。
今回の病性鑑定の対象は2例でそのうち1例がア
スペルギルス症の診断が下されたが、他にも発生
鶏がいたとのことで、この症例のみがアスペルギ
ルス症であったのかどうか興味のあるところであ
る。鶏真菌症の報告は少ないが、病性鑑定で経験し
ている参加者も散見された。
　談話会に引き続き、JPCスライドセミナーが開
催された。JPCスライドセミナーは米国Joint  
Pathology Centerが主催する獣医病理スライドセ
ミナーである。今回は2015 Wednesday Slide 
Conferenceの中から以下の9症例について、各都
道府県の家畜保険所から動物衛生研究所に派遣さ
れている長期研修生がスライドを用いて、各担当
者の知見（JPCスライドセミナーで使用された組
織像以外に発表者がスライド標本から撮影した画

像や、関連する文献など必要に応じて付加）を交え
て発表する勉強会であった。スライド標本は当日
の午前中から事前に鏡見できるので、参加者は自
分なりの組織診断を行ったうえでセミナーに参加
することができる。
 　以下、参考に発表された９症例の概要とJPCに
よる診断を付記する。

JPCによる診断
（１）腸管、リンパ節、腸間膜：細胞内外に多量の桿

菌が感染する肉芽腫性壊死性慢性活動性多発
性小腸結腸炎、リンパ節炎および腹膜炎

（２）肝臓：肉芽腫性肝炎、肝細胞萎縮を伴う：多包
虫による包虫嚢胞

（３）脾臓：顕著なリンパ球減少、フィブリン血栓、
髄外造血を伴う壊死性多発性脾炎

（４）胎盤、絨毛膜絨毛：軽度の血管炎および絨毛内
の多量の桿菌を伴う壊死性多発性胎盤炎

（５）肺：胸膜の線維素および水腫、散在性の組織球
内の複屈折性結晶を伴う重度の多発性結節性
肉芽腫性肺炎

（６）小脳および脳幹：アピコンプレクサ門原虫シ
ゾントを伴う亜急性多発性壊死性灰白脳炎、
中等度のリンパ球および好中球浸潤を伴う髄
膜炎

（７）大腸：細胞内外に重度の多数のトリコモナス
寄生を伴う多発性壊死性結腸炎　　

（８）肺：ロットワイラー雑種犬における重度な多
数の上皮内および核内ウイルス封入体を伴う
多発性肺炎壊死性気管支間質性肺炎

　　膵臓：中等度の多数の上皮内および核内ウイ
ルス封入体を伴う壊死性多発性膵炎

　　膵臓周囲および腸間膜の脂肪組織：石鹸を伴
う壊死性多発性脂肪壊死

（９）肝臓：ブリッジング線維症および成熟線虫と
卵を伴う中等度の慢性多発性肉芽腫性好酸球
性肝炎

（冨田篤志）
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第24回東京大学身体科学シンポジウム

　本シンポジウムは、スポーツ・健康科学（体力ト
レーニング、運動学習、ニューロリハビリテーショ
ン、バイオメカニクスなど）および関連分野（バリ
アフリー開発、ロボット工学、ゲノム生命科学な
ど）における東京大学の学術成果を基盤として、高
齢化社会における健康づくりやクオリティ・オブ・
ライフ向上、トップアスリートの運動能力向上・競
技力強化などの実践的課題に関する分野横断的な
研究を推進し、東京大学の学術成果を社会に還元
することを目指して設立された東京大学スポーツ
先端科学研究拠点開設の記念シンポジウムであ
る。
　記念式典の後に開催されたシンポジウムの第一
部では、「スポーツ・健康科学の基礎と応用」に関し
て東京大学大学院の4名の教授による講演があ
り、第二部では「スポーツ科学とオリンピック・パ
ラリンピック」について、国立スポーツ科学セン
ター長である川原貴氏や柔道日本代表チーム監督
である井上康生氏を含めた4名の演者によるパネ
ルディスカッションが行われた。

○乳酸を中心に考える運動時のエネルギー代謝
八田秀雄（東京大学大学院総合文化研究科）

　世間の一部には「疲労＝乳酸」という考え方がい
まだに残っているが、徐々にその認識は変わりつ
つある。以前、高校の保健体育の教科書には、乳酸
を疲労の素と解釈しているようにとれる表現が
あったが、2013年からは削除されている。
　演者らは乳酸を疲労物質ではなく、「糖の利用を
調節する要」であると考えている。運動時の神経伝
達や筋収縮などは、糖を分解して作られるエネル
ギーによって成り立っている。筋中の糖が減って
くると、筋力が低下してくるため、貯蔵してあるグ
リコーゲンを分解する必要が出てくる。グリコー
ゲンを使う際にはまずピルビン酸にまで分解する
が、その分解量は比較的アバウトであり、急な運動
強度の変化などの際に亢進しやすい一方、長続き
しにくいという一面がある。ピルビン酸は本来ミ
トコンドリアにおいて完全に分解されるが、ミト

コンドリアの反応は糖の分解に比べてかなり精密
に制御されており、糖分解ほどには急激に高まら
ない。そうなると、短距離走の序盤のように糖分解
が高まった際には、糖分解量と利用量には大きな
ギャップができる。この糖の分解と利用の差が乳
酸となる。しかし、この溜まった乳酸は老廃物では
ない。むしろ糖を途中まで分解してあるので、その
まま使う際に都合がいい物質である。このように
乳酸は、運動中に最も重要なエネルギー源である
糖の利用を調節する際に大きな役割を果たしてい
る。
　乳酸が筋内や血液に多くあるということは、糖
が多く分解されたということであり、筋肉などに
糖が正常レベルで存在するということでもある。
乳酸は運動時には主に筋肉で産生されて、血液に
放出されていくため、筋肉内の代謝を血液から推
察できるという利点がある。筋肉疲労に関する多
くの物質は、筋肉内において秒単位で濃度が変化
するが、乳酸は血液で測定できる上に代謝のされ
方も比較的遅い。そのような点から血中乳酸濃度
測定は、条件によっては筋疲労などの指標とする
ことができる。しかし、乳酸自体は疲労を起こすと
いうよりは、筋肉からカリウムが漏れ出すことに
よる筋収縮低下を防ぐ働きがあり、運動時に使い
やすいエネルギー源でもある。したがって、乳酸が
できるから疲労するのではなく、疲労するような
運動をしているので、それに対処しようとして乳
酸が多くできていると考えるのが、乳酸研究にお
ける新たな考え方と言える。
　今後の乳酸に関する新たな視点として重要なの
は、乳酸はいろいろな運動適応を起こすシグナル
となるということである。ここ数年で、乳酸が多く
存在することがエネルギー源として有益というだ
けでなく、筋収縮時の筋の興奮性が高まって収縮
が良くなる（Rannou et al. 2012）、ミトコンドリア
を増殖させる（Hashimoto et al. 2007）、傷の修復
を高める（Porporato et al. 2012）、血管新生を高め
る（Ruan et al. 2013）といったことが報告されて
いる。筋グリコーゲンが同様に単なるエネルギー

貯蔵源というだけでなく、運動適応の調節因子で
あるという報告（Phlip et al. 2012）もあり、乳酸や
グリコーゲンは運動適応を起こすシグナル因子と
しての重要性が高まっている。
　八田教授は日本を代表する乳酸研究の権威であ
り、JRA総研の委託研究を通じて、サラブレッドの
乳酸代謝に関する研究を数多く行っている。サラ
ブレッドはヒトに比べて速筋の割合が高く、運動
中の乳酸産生が多い動物である。その一方で、筋肉
にミトコンドリアを多く含むことから、乳酸利用
も多い。しかも比較的容易に筋肉サンプリングが
できる動物であるため（マウスやラットの場合、サ
ンプリングの度に動物を安楽死させる必要があ
る）、乳酸研究に適している動物である。来年から
は八田研の中心メンバーである北岡助教ととも
に、低酸素トレーニングがサラブレッドの骨格筋
の乳酸代謝に与える影響について研究する予定で
あり、得られた成果はサラブレッドのトレーニン
グに関する基礎データとしたい。

○動きの解析から動きの創造へ
深代千之（東京大学大学院総合文化研究科）

　これまでのバイオメカニクス研究は、動作や力
を測定して、各関節におけるトルク（回転力）を測
定してきた。そこから発展して、現在では、筋骨格
モデルとシミュレーションを使って、その時にど
の筋肉がどれくらいの力を発揮しているのか推定
することが可能になっている。次の段階としては、
同じシミュレーションを逆に使って、目的とする
動作を行うのに必要な関節トルクや各筋肉が発揮
するべき力を計算し、それに到達するようなト
レーニングを行うようになって来ている。例えば、
100m走で10秒を切るためには、股関節のトルク
はどの程度必要であり、その値を出すためにどの
筋肉をどれだけ鍛えればいいか計算できるように
なっている。このような研究の流れを「動きの解析
から動きの創造へ」として述べていた。
　演者は、このような研究成果をもとに陸上短距
離選手にアドバイスを行い、100ｍ走における最
高速度の増加と後半に見られる速度低下を克服す
るためには、サラブレッドのように脚の末端を細
くして、体幹および股関節の筋肉を鍛える必要が

あることを解明し、伊東や朝原など日本陸上短距
離を代表する選手にアドバイスを与え、記録の向
上に寄与してきた。
　また、従来の画像解析によるモーションキャプ
チャーでは、1、2歩しかデータを採取することし
かできないという問題があったが、近年では、ジャ
イロ式センサーを用いた広域モーションキャプ
チャーなどの研究を行っているとの内容であっ
た。
　競走馬が全力疾走している際には、肢にかかる
力や関節トルクの測定も困難であるため、身体モ
デルは発表されているものの、シミュレーション
の結果が正しいか否かの検証も行われていないの
が現状である。しかし、ジャイロ式センサーを用い
た広域モーションキャプチャーは、これまでは困
難であった馬場における連続した完歩の走行
フォームの解析を行うことができる機器であり、
今後の発展に注目して行きたい。

○筋機能の基礎科学とその応用
石井直方（東京大学大学院総合文化研究科）

　筋機能の発達に対する理解は、スポーツのため
だけでなく、寝たきりを予防するための高齢化対
策にも必要とされている。演者は、筋トレーニング
の研究者であるだけでなく、ボディビルの選手と
して日本およびアジア選手権での優勝経験もあ
る。また、静脈血流を阻害することにより低負荷で
もトレーニング効果の起こる加圧トレーニングに
ついての研究を行い、さらに高齢者向けにスロー
トレーニングを考案してきた。スロートレーニン
グは、動作をゆっくりと行うことで、筋の収縮を持
続させて血流を阻害して筋を低酸素状態とし、加
圧トレーニングと同様の効果を発揮させるトレー
ニングである。そのため、高齢者であっても、実施
することが可能であり、寝たきりの予防に有効で
あるとのことであった。
　また、トレーニングを行った後にトレーニング
を中断すると、肥大した筋線維は元に戻るが、増加
した筋核やサテライトセルが元に戻るには時間が
かかり、トレーニングを再開すると筋肥大が、最初
にトレーニングを行った時よりも早く起こるマッ
スルメモリーについて説明していた。6か月間の

筋トレーニングを行う場合、継続的に実施する群
と6週間のトレーニングと3週間の休養のセット
を繰り返す群の筋パワーを比較したところ、6か
月後には両群ともに差のないトレーニング効果が
あったことを説明していた。演者は、マッスルメモ
リー効果と休養による損傷回復効果により、休養
を行う群の方がトレーニング効果が高くなること
を期待していたようであった。これらの結果から、

演者は完全休養を恐れる必要はないと述べてい
た。
　競走馬でも、1日でも休養すると取り戻すのに
倍以上の時間がかかるという話を聞くこともある
が、適切な休養を挟んでも、必要なトレーニング効
果が得られることを検証し、普及していきたい。

（高橋敏之・向井和隆）
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　本シンポジウムは、スポーツ・健康科学（体力ト
レーニング、運動学習、ニューロリハビリテーショ
ン、バイオメカニクスなど）および関連分野（バリ
アフリー開発、ロボット工学、ゲノム生命科学な
ど）における東京大学の学術成果を基盤として、高
齢化社会における健康づくりやクオリティ・オブ・
ライフ向上、トップアスリートの運動能力向上・競
技力強化などの実践的課題に関する分野横断的な
研究を推進し、東京大学の学術成果を社会に還元
することを目指して設立された東京大学スポーツ
先端科学研究拠点開設の記念シンポジウムであ
る。
　記念式典の後に開催されたシンポジウムの第一
部では、「スポーツ・健康科学の基礎と応用」に関し
て東京大学大学院の4名の教授による講演があ
り、第二部では「スポーツ科学とオリンピック・パ
ラリンピック」について、国立スポーツ科学セン
ター長である川原貴氏や柔道日本代表チーム監督
である井上康生氏を含めた4名の演者によるパネ
ルディスカッションが行われた。

○乳酸を中心に考える運動時のエネルギー代謝
八田秀雄（東京大学大学院総合文化研究科）

　世間の一部には「疲労＝乳酸」という考え方がい
まだに残っているが、徐々にその認識は変わりつ
つある。以前、高校の保健体育の教科書には、乳酸
を疲労の素と解釈しているようにとれる表現が
あったが、2013年からは削除されている。
　演者らは乳酸を疲労物質ではなく、「糖の利用を
調節する要」であると考えている。運動時の神経伝
達や筋収縮などは、糖を分解して作られるエネル
ギーによって成り立っている。筋中の糖が減って
くると、筋力が低下してくるため、貯蔵してあるグ
リコーゲンを分解する必要が出てくる。グリコー
ゲンを使う際にはまずピルビン酸にまで分解する
が、その分解量は比較的アバウトであり、急な運動
強度の変化などの際に亢進しやすい一方、長続き
しにくいという一面がある。ピルビン酸は本来ミ
トコンドリアにおいて完全に分解されるが、ミト

コンドリアの反応は糖の分解に比べてかなり精密
に制御されており、糖分解ほどには急激に高まら
ない。そうなると、短距離走の序盤のように糖分解
が高まった際には、糖分解量と利用量には大きな
ギャップができる。この糖の分解と利用の差が乳
酸となる。しかし、この溜まった乳酸は老廃物では
ない。むしろ糖を途中まで分解してあるので、その
まま使う際に都合がいい物質である。このように
乳酸は、運動中に最も重要なエネルギー源である
糖の利用を調節する際に大きな役割を果たしてい
る。
　乳酸が筋内や血液に多くあるということは、糖
が多く分解されたということであり、筋肉などに
糖が正常レベルで存在するということでもある。
乳酸は運動時には主に筋肉で産生されて、血液に
放出されていくため、筋肉内の代謝を血液から推
察できるという利点がある。筋肉疲労に関する多
くの物質は、筋肉内において秒単位で濃度が変化
するが、乳酸は血液で測定できる上に代謝のされ
方も比較的遅い。そのような点から血中乳酸濃度
測定は、条件によっては筋疲労などの指標とする
ことができる。しかし、乳酸自体は疲労を起こすと
いうよりは、筋肉からカリウムが漏れ出すことに
よる筋収縮低下を防ぐ働きがあり、運動時に使い
やすいエネルギー源でもある。したがって、乳酸が
できるから疲労するのではなく、疲労するような
運動をしているので、それに対処しようとして乳
酸が多くできていると考えるのが、乳酸研究にお
ける新たな考え方と言える。
　今後の乳酸に関する新たな視点として重要なの
は、乳酸はいろいろな運動適応を起こすシグナル
となるということである。ここ数年で、乳酸が多く
存在することがエネルギー源として有益というだ
けでなく、筋収縮時の筋の興奮性が高まって収縮
が良くなる（Rannou et al. 2012）、ミトコンドリア
を増殖させる（Hashimoto et al. 2007）、傷の修復
を高める（Porporato et al. 2012）、血管新生を高め
る（Ruan et al. 2013）といったことが報告されて
いる。筋グリコーゲンが同様に単なるエネルギー

貯蔵源というだけでなく、運動適応の調節因子で
あるという報告（Phlip et al. 2012）もあり、乳酸や
グリコーゲンは運動適応を起こすシグナル因子と
しての重要性が高まっている。
　八田教授は日本を代表する乳酸研究の権威であ
り、JRA総研の委託研究を通じて、サラブレッドの
乳酸代謝に関する研究を数多く行っている。サラ
ブレッドはヒトに比べて速筋の割合が高く、運動
中の乳酸産生が多い動物である。その一方で、筋肉
にミトコンドリアを多く含むことから、乳酸利用
も多い。しかも比較的容易に筋肉サンプリングが
できる動物であるため（マウスやラットの場合、サ
ンプリングの度に動物を安楽死させる必要があ
る）、乳酸研究に適している動物である。来年から
は八田研の中心メンバーである北岡助教ととも
に、低酸素トレーニングがサラブレッドの骨格筋
の乳酸代謝に与える影響について研究する予定で
あり、得られた成果はサラブレッドのトレーニン
グに関する基礎データとしたい。

○動きの解析から動きの創造へ
深代千之（東京大学大学院総合文化研究科）

　これまでのバイオメカニクス研究は、動作や力
を測定して、各関節におけるトルク（回転力）を測
定してきた。そこから発展して、現在では、筋骨格
モデルとシミュレーションを使って、その時にど
の筋肉がどれくらいの力を発揮しているのか推定
することが可能になっている。次の段階としては、
同じシミュレーションを逆に使って、目的とする
動作を行うのに必要な関節トルクや各筋肉が発揮
するべき力を計算し、それに到達するようなト
レーニングを行うようになって来ている。例えば、
100m走で10秒を切るためには、股関節のトルク
はどの程度必要であり、その値を出すためにどの
筋肉をどれだけ鍛えればいいか計算できるように
なっている。このような研究の流れを「動きの解析
から動きの創造へ」として述べていた。
　演者は、このような研究成果をもとに陸上短距
離選手にアドバイスを行い、100ｍ走における最
高速度の増加と後半に見られる速度低下を克服す
るためには、サラブレッドのように脚の末端を細
くして、体幹および股関節の筋肉を鍛える必要が

あることを解明し、伊東や朝原など日本陸上短距
離を代表する選手にアドバイスを与え、記録の向
上に寄与してきた。
　また、従来の画像解析によるモーションキャプ
チャーでは、1、2歩しかデータを採取することし
かできないという問題があったが、近年では、ジャ
イロ式センサーを用いた広域モーションキャプ
チャーなどの研究を行っているとの内容であっ
た。
　競走馬が全力疾走している際には、肢にかかる
力や関節トルクの測定も困難であるため、身体モ
デルは発表されているものの、シミュレーション
の結果が正しいか否かの検証も行われていないの
が現状である。しかし、ジャイロ式センサーを用い
た広域モーションキャプチャーは、これまでは困
難であった馬場における連続した完歩の走行
フォームの解析を行うことができる機器であり、
今後の発展に注目して行きたい。

○筋機能の基礎科学とその応用
石井直方（東京大学大学院総合文化研究科）

　筋機能の発達に対する理解は、スポーツのため
だけでなく、寝たきりを予防するための高齢化対
策にも必要とされている。演者は、筋トレーニング
の研究者であるだけでなく、ボディビルの選手と
して日本およびアジア選手権での優勝経験もあ
る。また、静脈血流を阻害することにより低負荷で
もトレーニング効果の起こる加圧トレーニングに
ついての研究を行い、さらに高齢者向けにスロー
トレーニングを考案してきた。スロートレーニン
グは、動作をゆっくりと行うことで、筋の収縮を持
続させて血流を阻害して筋を低酸素状態とし、加
圧トレーニングと同様の効果を発揮させるトレー
ニングである。そのため、高齢者であっても、実施
することが可能であり、寝たきりの予防に有効で
あるとのことであった。
　また、トレーニングを行った後にトレーニング
を中断すると、肥大した筋線維は元に戻るが、増加
した筋核やサテライトセルが元に戻るには時間が
かかり、トレーニングを再開すると筋肥大が、最初
にトレーニングを行った時よりも早く起こるマッ
スルメモリーについて説明していた。6か月間の

筋トレーニングを行う場合、継続的に実施する群
と6週間のトレーニングと3週間の休養のセット
を繰り返す群の筋パワーを比較したところ、6か
月後には両群ともに差のないトレーニング効果が
あったことを説明していた。演者は、マッスルメモ
リー効果と休養による損傷回復効果により、休養
を行う群の方がトレーニング効果が高くなること
を期待していたようであった。これらの結果から、

演者は完全休養を恐れる必要はないと述べてい
た。
　競走馬でも、1日でも休養すると取り戻すのに
倍以上の時間がかかるという話を聞くこともある
が、適切な休養を挟んでも、必要なトレーニング効
果が得られることを検証し、普及していきたい。

（高橋敏之・向井和隆）



（335）

　本シンポジウムは、スポーツ・健康科学（体力ト
レーニング、運動学習、ニューロリハビリテーショ
ン、バイオメカニクスなど）および関連分野（バリ
アフリー開発、ロボット工学、ゲノム生命科学な
ど）における東京大学の学術成果を基盤として、高
齢化社会における健康づくりやクオリティ・オブ・
ライフ向上、トップアスリートの運動能力向上・競
技力強化などの実践的課題に関する分野横断的な
研究を推進し、東京大学の学術成果を社会に還元
することを目指して設立された東京大学スポーツ
先端科学研究拠点開設の記念シンポジウムであ
る。
　記念式典の後に開催されたシンポジウムの第一
部では、「スポーツ・健康科学の基礎と応用」に関し
て東京大学大学院の4名の教授による講演があ
り、第二部では「スポーツ科学とオリンピック・パ
ラリンピック」について、国立スポーツ科学セン
ター長である川原貴氏や柔道日本代表チーム監督
である井上康生氏を含めた4名の演者によるパネ
ルディスカッションが行われた。

○乳酸を中心に考える運動時のエネルギー代謝
八田秀雄（東京大学大学院総合文化研究科）

　世間の一部には「疲労＝乳酸」という考え方がい
まだに残っているが、徐々にその認識は変わりつ
つある。以前、高校の保健体育の教科書には、乳酸
を疲労の素と解釈しているようにとれる表現が
あったが、2013年からは削除されている。
　演者らは乳酸を疲労物質ではなく、「糖の利用を
調節する要」であると考えている。運動時の神経伝
達や筋収縮などは、糖を分解して作られるエネル
ギーによって成り立っている。筋中の糖が減って
くると、筋力が低下してくるため、貯蔵してあるグ
リコーゲンを分解する必要が出てくる。グリコー
ゲンを使う際にはまずピルビン酸にまで分解する
が、その分解量は比較的アバウトであり、急な運動
強度の変化などの際に亢進しやすい一方、長続き
しにくいという一面がある。ピルビン酸は本来ミ
トコンドリアにおいて完全に分解されるが、ミト

コンドリアの反応は糖の分解に比べてかなり精密
に制御されており、糖分解ほどには急激に高まら
ない。そうなると、短距離走の序盤のように糖分解
が高まった際には、糖分解量と利用量には大きな
ギャップができる。この糖の分解と利用の差が乳
酸となる。しかし、この溜まった乳酸は老廃物では
ない。むしろ糖を途中まで分解してあるので、その
まま使う際に都合がいい物質である。このように
乳酸は、運動中に最も重要なエネルギー源である
糖の利用を調節する際に大きな役割を果たしてい
る。
　乳酸が筋内や血液に多くあるということは、糖
が多く分解されたということであり、筋肉などに
糖が正常レベルで存在するということでもある。
乳酸は運動時には主に筋肉で産生されて、血液に
放出されていくため、筋肉内の代謝を血液から推
察できるという利点がある。筋肉疲労に関する多
くの物質は、筋肉内において秒単位で濃度が変化
するが、乳酸は血液で測定できる上に代謝のされ
方も比較的遅い。そのような点から血中乳酸濃度
測定は、条件によっては筋疲労などの指標とする
ことができる。しかし、乳酸自体は疲労を起こすと
いうよりは、筋肉からカリウムが漏れ出すことに
よる筋収縮低下を防ぐ働きがあり、運動時に使い
やすいエネルギー源でもある。したがって、乳酸が
できるから疲労するのではなく、疲労するような
運動をしているので、それに対処しようとして乳
酸が多くできていると考えるのが、乳酸研究にお
ける新たな考え方と言える。
　今後の乳酸に関する新たな視点として重要なの
は、乳酸はいろいろな運動適応を起こすシグナル
となるということである。ここ数年で、乳酸が多く
存在することがエネルギー源として有益というだ
けでなく、筋収縮時の筋の興奮性が高まって収縮
が良くなる（Rannou et al. 2012）、ミトコンドリア
を増殖させる（Hashimoto et al. 2007）、傷の修復
を高める（Porporato et al. 2012）、血管新生を高め
る（Ruan et al. 2013）といったことが報告されて
いる。筋グリコーゲンが同様に単なるエネルギー

貯蔵源というだけでなく、運動適応の調節因子で
あるという報告（Phlip et al. 2012）もあり、乳酸や
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も多い。しかも比較的容易に筋肉サンプリングが
できる動物であるため（マウスやラットの場合、サ
ンプリングの度に動物を安楽死させる必要があ
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に、低酸素トレーニングがサラブレッドの骨格筋
の乳酸代謝に与える影響について研究する予定で
あり、得られた成果はサラブレッドのトレーニン
グに関する基礎データとしたい。

○動きの解析から動きの創造へ
深代千之（東京大学大学院総合文化研究科）
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を測定して、各関節におけるトルク（回転力）を測
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同じシミュレーションを逆に使って、目的とする
動作を行うのに必要な関節トルクや各筋肉が発揮
するべき力を計算し、それに到達するようなト
レーニングを行うようになって来ている。例えば、
100m走で10秒を切るためには、股関節のトルク
はどの程度必要であり、その値を出すためにどの
筋肉をどれだけ鍛えればいいか計算できるように
なっている。このような研究の流れを「動きの解析
から動きの創造へ」として述べていた。
　演者は、このような研究成果をもとに陸上短距
離選手にアドバイスを行い、100ｍ走における最
高速度の増加と後半に見られる速度低下を克服す
るためには、サラブレッドのように脚の末端を細
くして、体幹および股関節の筋肉を鍛える必要が

あることを解明し、伊東や朝原など日本陸上短距
離を代表する選手にアドバイスを与え、記録の向
上に寄与してきた。
　また、従来の画像解析によるモーションキャプ
チャーでは、1、2歩しかデータを採取することし
かできないという問題があったが、近年では、ジャ
イロ式センサーを用いた広域モーションキャプ
チャーなどの研究を行っているとの内容であっ
た。
　競走馬が全力疾走している際には、肢にかかる
力や関節トルクの測定も困難であるため、身体モ
デルは発表されているものの、シミュレーション
の結果が正しいか否かの検証も行われていないの
が現状である。しかし、ジャイロ式センサーを用い
た広域モーションキャプチャーは、これまでは困
難であった馬場における連続した完歩の走行
フォームの解析を行うことができる機器であり、
今後の発展に注目して行きたい。

○筋機能の基礎科学とその応用
石井直方（東京大学大学院総合文化研究科）

　筋機能の発達に対する理解は、スポーツのため
だけでなく、寝たきりを予防するための高齢化対
策にも必要とされている。演者は、筋トレーニング
の研究者であるだけでなく、ボディビルの選手と
して日本およびアジア選手権での優勝経験もあ
る。また、静脈血流を阻害することにより低負荷で
もトレーニング効果の起こる加圧トレーニングに
ついての研究を行い、さらに高齢者向けにスロー
トレーニングを考案してきた。スロートレーニン
グは、動作をゆっくりと行うことで、筋の収縮を持
続させて血流を阻害して筋を低酸素状態とし、加
圧トレーニングと同様の効果を発揮させるトレー
ニングである。そのため、高齢者であっても、実施
することが可能であり、寝たきりの予防に有効で
あるとのことであった。
　また、トレーニングを行った後にトレーニング
を中断すると、肥大した筋線維は元に戻るが、増加
した筋核やサテライトセルが元に戻るには時間が
かかり、トレーニングを再開すると筋肥大が、最初
にトレーニングを行った時よりも早く起こるマッ
スルメモリーについて説明していた。6か月間の

筋トレーニングを行う場合、継続的に実施する群
と6週間のトレーニングと3週間の休養のセット
を繰り返す群の筋パワーを比較したところ、6か
月後には両群ともに差のないトレーニング効果が
あったことを説明していた。演者は、マッスルメモ
リー効果と休養による損傷回復効果により、休養
を行う群の方がトレーニング効果が高くなること
を期待していたようであった。これらの結果から、

演者は完全休養を恐れる必要はないと述べてい
た。
　競走馬でも、1日でも休養すると取り戻すのに
倍以上の時間がかかるという話を聞くこともある
が、適切な休養を挟んでも、必要なトレーニング効
果が得られることを検証し、普及していきたい。

（高橋敏之・向井和隆）

第92回日本獣医麻酔外科学会

　平成28年6月17日（金）～19日（日）に大宮ソ
ニックシティで開催された第92回日本獣医麻酔
外科学会および麻酔･疼痛管理委員会に参加した
ので，その概要を報告する。本学会は第104回日本
獣医循環器学会および第59回日本獣医画像診断
学会との合同開催であった。

麻酔関連偶発症　【パネルディスカッション】
１、全国動物二次診療施設麻酔関連偶発症調査
2010の結果から

伊丹貴晴（北海道大学）
　2010年に実施された獣医麻酔外科学会･麻酔疼
痛管理専門委員会の主導による「全国動物二次診
療施設麻酔関連偶発症調査」の結果概要が紹介さ
れた。2010年4月から2011年3月に学会会員が所
属する国内動物二次診療施設（獣医系大学付属病
院16施設および民間動物病院2施設）を対象に偶
発症発症の調査を実施した。対象となった動物は
犬（5,779頭）および猫（668頭）であったが、データ
の欠損や脱落が有り、有効回答数としては犬が
4,323頭で、猫は少なくすぎて集計できなかった。
死亡例は41頭，0.94％で，英国の報告（Clarke&Hall
ら0.26％，Brodbeltら0.17％））と比較して高かっ
た。多変量解析において意識レベル低下や炎症と
関連したバイオマーカーの異常がリスクファク
ターとして抽出された。

２、一次診療施設におけるデータ
東条吉晃（東条動物病院）

　香川県および徳島県の一次診療施設11施設に

アンケート調査を行い，回顧的な偶発症例の検討
結果であった。対象は,2013年1月1日から2015年
12月31日までの3年間で，全身麻酔をかけた犬お
よび猫の総数と，麻酔関連偶発症として前投薬を
投与してから48時間以内に発生したものに限り
詳細を記載して対象とした。調査期間内に麻酔を
かけた総数は，犬が3,258頭，猫が2,796頭で，死亡
例は犬8頭，0.25％，猫は1頭で0.036％であった。
また、今回調査した麻酔関連偶発症例のうち、犬の
84％が不整脈を伴い、無呼吸も数例報告されてい
た。このことから周術期の心電図モニターや気管
挿管の重要性を再認識したとの報告であった。

３、二次診療施設におけるデータ
飯塚智也（東京大学）

　2014年から2015年の麻酔関連偶発症例調査に
準じた形式で調査された報告であった。データの
不備が影響し、解析から除外しなければならない
症例が増えたことから、解析結果の不安定さにつ
ながったとの報告であった。

４、データ収集システムの構築と公開
佐野忠士（酪農学園大学）

　獣医麻酔外科学会麻酔疼痛管理専門委員会では
2010年に全国二次診療施設を対象とした麻酔関
連偶発症例に関するデータ収集を行い、少なから
ず、麻酔管理における傾向を得ることができた。そ
の中で明らかとなった問題点は、データの欠落が
多いことや、データの入力･解析に時間と労力がか
かることにあったことから、データ収集の簡便化

およびデータ解析の効率化を図る目的で、データ
収集システムの構築をwebベースで行えるように
したものの紹介であった。
　麻酔関連偶発症の調査は、発生原因を解析して
発症率の減少に繋げたり、麻酔前のインフォーム
ドコンセントに活かすなど利用価値は大きいが、
今回の4演題を聞いて、調査のキーは、データとし
て利用できる記録をきちんと取れるかに言及され
るようであった。単独の施設での調査では望まし
い結果を導き出すことは難しく、web上でのデー
タ収集システムが試行できるようだが、そのシス
テムを最大限利用できるようにするには、症例ご
とのきちんとした記録があってこそと思われた。

(間　弘子）

○立位MRI検査で骨折の早期診断が可能であった
競走馬の３症例

新崎裕太ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　X線検査では診断が困難であった骨折症例が，
立位MRI検査を用いることで，早い段階で病変が
確認された症例の報告。
症例１：第１指骨々折：第4病日のMRI検査で，すで
に骨損傷所見を認める。第24病日のX線検査で骨
折が確認される。
症例２：第１趾骨々折：約1週間後のMRI検査で，す
でに骨損傷所見を認める。約2週間後のX線検査で
骨折が確認される。
症例３：第３中手骨遠位外側顆掌側面骨折：通常の
X線撮影方向では異常は認められなかったが，MRI
検査で骨損傷所見を認める。その結果を参考に，撮
影方向を変えてX線再検査を行ったところ，骨折
が確認される。
　いずれの症例においても，MRI検査はX線検査を
補完する検査として有用であったという内容で
あった。
　症例１および２に関しては，症例を積み重ね，
MRI検査で早期に確定診断が可能となることを期
待したい。

(太田　稔)

○整形外科疾患におけるリハビリテーションの実
際

長坂佳世（D＆C Physical Therapy）
　小動物の整形外科疾患に対してリハビリテー
ションを行う際のポイントが紹介されていた。整
形外科疾患の術後に不動化を続けてしまうと廃用
症候群が惹起され、廃用性筋萎縮、関節拘縮、廃用
性骨萎縮などの病態が生じる。特に筋萎縮は術後
1週間までに、骨萎縮は術後6週間までに進行する
と考えられており、やはりできるだけ早い段階で
リハビリテーションを開始することが重要であ
る。術後管理が特に難しい競走馬では、そう一筋縄
にはいかない状況が多いと思われるが、将来的な
機能改善を視野に入れることの重要性は間違いな
いであろう。また、この講演の中で、後肢に力が入
らない椎間板ヘルニアの犬に対して前肢や頚部の
筋肉をマッサージしてあげると、姿勢や歩様がか
なり良化した症例が紹介されていた。この症例か
ら学ぶポイントは、「患部以外にも目を向けるこ
と」であり、競走馬のリハビリテーションを考える
うえでも一つの教訓になると思われた。

○骨折治癒機転
越智広樹（東京医科歯科大学）

　骨の形成や癒合を促進するキーファクターはマ
クロファージであり、マクロファージの生成遺伝
子をノックアウトさせたマウスは、骨のみならず
軟骨の形成もみられず、結果的にすべての個体が
死んでしまう。このことは、生命の維持には骨組織
が必須であることを物語っている。しかも、最近の
研究では、骨組織はホルモン分泌、糖代謝、脂質代
謝、高次脳機能の調節などにも影響しており、いま
や骨組織は「内臓」の一つとしてみなされているよ
うである。このように、骨組織の重要性が改めて認
識されるなか、骨折治癒に関する研究は今も変わ
らずホットな分野である。骨再生を促進する骨形
成因子（BMP；Bone Morphogenetic Protein）は、骨
誘導シグナルの伝達により遺伝子発現を調節し、
間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化と増殖を引き起
こす。現在、遺伝子組み換え技術を利用した
rhBMP-2（recombinant human BMP-2）製剤が開
発され、多くの動物実験でその有用性が報告され
ている。諸外国では、獣医学領域でも骨癒合不全や
関節固定などに対して臨床応用されているが、国

内では未承認であることや高価であることなど
色々とハードルがある。しかし近年、大腸菌を用い
てrhBMP-2を生合成する技術が開発され、これま
でよりも安価に生成可能になると言われているこ

とから、近い将来、このrhBMP-2が獣医学領域の骨
再生治療に大きな役割を果たす時代がくるかもし
れない。

（小平和道）
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　平成28年6月17日（金）～19日（日）に大宮ソ
ニックシティで開催された第92回日本獣医麻酔
外科学会および麻酔･疼痛管理委員会に参加した
ので，その概要を報告する。本学会は第104回日本
獣医循環器学会および第59回日本獣医画像診断
学会との合同開催であった。

麻酔関連偶発症　【パネルディスカッション】
１、全国動物二次診療施設麻酔関連偶発症調査
2010の結果から

伊丹貴晴（北海道大学）
　2010年に実施された獣医麻酔外科学会･麻酔疼
痛管理専門委員会の主導による「全国動物二次診
療施設麻酔関連偶発症調査」の結果概要が紹介さ
れた。2010年4月から2011年3月に学会会員が所
属する国内動物二次診療施設（獣医系大学付属病
院16施設および民間動物病院2施設）を対象に偶
発症発症の調査を実施した。対象となった動物は
犬（5,779頭）および猫（668頭）であったが、データ
の欠損や脱落が有り、有効回答数としては犬が
4,323頭で、猫は少なくすぎて集計できなかった。
死亡例は41頭，0.94％で，英国の報告（Clarke&Hall
ら0.26％，Brodbeltら0.17％））と比較して高かっ
た。多変量解析において意識レベル低下や炎症と
関連したバイオマーカーの異常がリスクファク
ターとして抽出された。

２、一次診療施設におけるデータ
東条吉晃（東条動物病院）

　香川県および徳島県の一次診療施設11施設に

アンケート調査を行い，回顧的な偶発症例の検討
結果であった。対象は,2013年1月1日から2015年
12月31日までの3年間で，全身麻酔をかけた犬お
よび猫の総数と，麻酔関連偶発症として前投薬を
投与してから48時間以内に発生したものに限り
詳細を記載して対象とした。調査期間内に麻酔を
かけた総数は，犬が3,258頭，猫が2,796頭で，死亡
例は犬8頭，0.25％，猫は1頭で0.036％であった。
また、今回調査した麻酔関連偶発症例のうち、犬の
84％が不整脈を伴い、無呼吸も数例報告されてい
た。このことから周術期の心電図モニターや気管
挿管の重要性を再認識したとの報告であった。

３、二次診療施設におけるデータ
飯塚智也（東京大学）

　2014年から2015年の麻酔関連偶発症例調査に
準じた形式で調査された報告であった。データの
不備が影響し、解析から除外しなければならない
症例が増えたことから、解析結果の不安定さにつ
ながったとの報告であった。

４、データ収集システムの構築と公開
佐野忠士（酪農学園大学）

　獣医麻酔外科学会麻酔疼痛管理専門委員会では
2010年に全国二次診療施設を対象とした麻酔関
連偶発症例に関するデータ収集を行い、少なから
ず、麻酔管理における傾向を得ることができた。そ
の中で明らかとなった問題点は、データの欠落が
多いことや、データの入力･解析に時間と労力がか
かることにあったことから、データ収集の簡便化

およびデータ解析の効率化を図る目的で、データ
収集システムの構築をwebベースで行えるように
したものの紹介であった。
　麻酔関連偶発症の調査は、発生原因を解析して
発症率の減少に繋げたり、麻酔前のインフォーム
ドコンセントに活かすなど利用価値は大きいが、
今回の4演題を聞いて、調査のキーは、データとし
て利用できる記録をきちんと取れるかに言及され
るようであった。単独の施設での調査では望まし
い結果を導き出すことは難しく、web上でのデー
タ収集システムが試行できるようだが、そのシス
テムを最大限利用できるようにするには、症例ご
とのきちんとした記録があってこそと思われた。

(間　弘子）

○立位MRI検査で骨折の早期診断が可能であった
競走馬の３症例

新崎裕太ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　X線検査では診断が困難であった骨折症例が，
立位MRI検査を用いることで，早い段階で病変が
確認された症例の報告。
症例１：第１指骨々折：第4病日のMRI検査で，すで
に骨損傷所見を認める。第24病日のX線検査で骨
折が確認される。
症例２：第１趾骨々折：約1週間後のMRI検査で，す
でに骨損傷所見を認める。約2週間後のX線検査で
骨折が確認される。
症例３：第３中手骨遠位外側顆掌側面骨折：通常の
X線撮影方向では異常は認められなかったが，MRI
検査で骨損傷所見を認める。その結果を参考に，撮
影方向を変えてX線再検査を行ったところ，骨折
が確認される。
　いずれの症例においても，MRI検査はX線検査を
補完する検査として有用であったという内容で
あった。
　症例１および２に関しては，症例を積み重ね，
MRI検査で早期に確定診断が可能となることを期
待したい。

(太田　稔)

○整形外科疾患におけるリハビリテーションの実
際

長坂佳世（D＆C Physical Therapy）
　小動物の整形外科疾患に対してリハビリテー
ションを行う際のポイントが紹介されていた。整
形外科疾患の術後に不動化を続けてしまうと廃用
症候群が惹起され、廃用性筋萎縮、関節拘縮、廃用
性骨萎縮などの病態が生じる。特に筋萎縮は術後
1週間までに、骨萎縮は術後6週間までに進行する
と考えられており、やはりできるだけ早い段階で
リハビリテーションを開始することが重要であ
る。術後管理が特に難しい競走馬では、そう一筋縄
にはいかない状況が多いと思われるが、将来的な
機能改善を視野に入れることの重要性は間違いな
いであろう。また、この講演の中で、後肢に力が入
らない椎間板ヘルニアの犬に対して前肢や頚部の
筋肉をマッサージしてあげると、姿勢や歩様がか
なり良化した症例が紹介されていた。この症例か
ら学ぶポイントは、「患部以外にも目を向けるこ
と」であり、競走馬のリハビリテーションを考える
うえでも一つの教訓になると思われた。

○骨折治癒機転
越智広樹（東京医科歯科大学）

　骨の形成や癒合を促進するキーファクターはマ
クロファージであり、マクロファージの生成遺伝
子をノックアウトさせたマウスは、骨のみならず
軟骨の形成もみられず、結果的にすべての個体が
死んでしまう。このことは、生命の維持には骨組織
が必須であることを物語っている。しかも、最近の
研究では、骨組織はホルモン分泌、糖代謝、脂質代
謝、高次脳機能の調節などにも影響しており、いま
や骨組織は「内臓」の一つとしてみなされているよ
うである。このように、骨組織の重要性が改めて認
識されるなか、骨折治癒に関する研究は今も変わ
らずホットな分野である。骨再生を促進する骨形
成因子（BMP；Bone Morphogenetic Protein）は、骨
誘導シグナルの伝達により遺伝子発現を調節し、
間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化と増殖を引き起
こす。現在、遺伝子組み換え技術を利用した
rhBMP-2（recombinant human BMP-2）製剤が開
発され、多くの動物実験でその有用性が報告され
ている。諸外国では、獣医学領域でも骨癒合不全や
関節固定などに対して臨床応用されているが、国

内では未承認であることや高価であることなど
色々とハードルがある。しかし近年、大腸菌を用い
てrhBMP-2を生合成する技術が開発され、これま
でよりも安価に生成可能になると言われているこ

とから、近い将来、このrhBMP-2が獣医学領域の骨
再生治療に大きな役割を果たす時代がくるかもし
れない。

（小平和道）
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　平成28年6月17日（金）～19日（日）に大宮ソ
ニックシティで開催された第92回日本獣医麻酔
外科学会および麻酔･疼痛管理委員会に参加した
ので，その概要を報告する。本学会は第104回日本
獣医循環器学会および第59回日本獣医画像診断
学会との合同開催であった。

麻酔関連偶発症　【パネルディスカッション】
１、全国動物二次診療施設麻酔関連偶発症調査
2010の結果から

伊丹貴晴（北海道大学）
　2010年に実施された獣医麻酔外科学会･麻酔疼
痛管理専門委員会の主導による「全国動物二次診
療施設麻酔関連偶発症調査」の結果概要が紹介さ
れた。2010年4月から2011年3月に学会会員が所
属する国内動物二次診療施設（獣医系大学付属病
院16施設および民間動物病院2施設）を対象に偶
発症発症の調査を実施した。対象となった動物は
犬（5,779頭）および猫（668頭）であったが、データ
の欠損や脱落が有り、有効回答数としては犬が
4,323頭で、猫は少なくすぎて集計できなかった。
死亡例は41頭，0.94％で，英国の報告（Clarke&Hall
ら0.26％，Brodbeltら0.17％））と比較して高かっ
た。多変量解析において意識レベル低下や炎症と
関連したバイオマーカーの異常がリスクファク
ターとして抽出された。

２、一次診療施設におけるデータ
東条吉晃（東条動物病院）

　香川県および徳島県の一次診療施設11施設に

アンケート調査を行い，回顧的な偶発症例の検討
結果であった。対象は,2013年1月1日から2015年
12月31日までの3年間で，全身麻酔をかけた犬お
よび猫の総数と，麻酔関連偶発症として前投薬を
投与してから48時間以内に発生したものに限り
詳細を記載して対象とした。調査期間内に麻酔を
かけた総数は，犬が3,258頭，猫が2,796頭で，死亡
例は犬8頭，0.25％，猫は1頭で0.036％であった。
また、今回調査した麻酔関連偶発症例のうち、犬の
84％が不整脈を伴い、無呼吸も数例報告されてい
た。このことから周術期の心電図モニターや気管
挿管の重要性を再認識したとの報告であった。

３、二次診療施設におけるデータ
飯塚智也（東京大学）

　2014年から2015年の麻酔関連偶発症例調査に
準じた形式で調査された報告であった。データの
不備が影響し、解析から除外しなければならない
症例が増えたことから、解析結果の不安定さにつ
ながったとの報告であった。

４、データ収集システムの構築と公開
佐野忠士（酪農学園大学）

　獣医麻酔外科学会麻酔疼痛管理専門委員会では
2010年に全国二次診療施設を対象とした麻酔関
連偶発症例に関するデータ収集を行い、少なから
ず、麻酔管理における傾向を得ることができた。そ
の中で明らかとなった問題点は、データの欠落が
多いことや、データの入力･解析に時間と労力がか
かることにあったことから、データ収集の簡便化

第30回インフルエンザ研究者交流の会シンポジウム

○馬体への攻撃試験による馬インフルエンザウイ
ルスの抗原性の解析

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　不活化ワクチンの接種は、H3N8の馬インフル
エンザウイルスの感染によって発生する馬インフ
ルエンザを制御する重要な手段である。しかし、ワ
クチン接種馬群における多くの流行が知られてお
り、それらの主な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されている。我々は、
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しているフロリダ亜系
統クレード(Fc)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。このことを受け、日本のワクチンは、
LP93をワクチン株から除き、Fc2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含めることとなった。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、馬体への攻撃試験によ
り評価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな馬を5頭ずつ、Y10
およびLP93グループとした。そして、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。各グループの内、2頭は
ワクチン接種2回目から2週後、3頭は4週後に、
CL11（109.4 50% egg infectious dose/horse）によ
り攻撃した。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攻撃株に対する幾何平均
(GM)中和(VN)抗体価は、48.5および10.6であっ
た。一方、Y10およびLP93 グループの攻撃時にお

ける攻撃株に対するGM血球凝集抑制（HI）抗体価
は、27.9および24.3であった。
　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。一方、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。グループ間において、ウイルス分離期間に
有意差は認められなかった。
　攻撃時における両グループ間のGM HI抗体価に
ほとんど差が認められなかったにも関わらず、発
熱の緩和という点において、CL11に対するY10 ワ
クチンの効果は、LPワクチンのそれよりも上回る
ことが示された。このグループ間での相違は、両グ
ループ間における約4.6倍のCL11に対するGM VN
抗体価の相違を反映していると考えられる。以上
のことは、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鋭
敏に検出し得ることを示唆している。

○並行輸入された経鼻インフルエンザ生ワクチン
「フルミスト」に含まれるウイルスの感染値の解析

佐藤　光ら（国立病院機構　仙台医療センター）
　動物用であろうと、人体用であろうと、化学合成
されたものであろうと、生物由来であろうと、日本
国内で未承認の薬剤を処方する場合は、獣医師あ
るいは医師が、その有用性およびリスクについて
科学的な根拠をもって、処方される側に対して説
明する責任が生じる。
　本演題の主題である「フルミスト」とは、2003年
に米国食品医薬品局（FDA）により承認された低温

馴化生インフルエンザワクチンの商品名であり、
鼻から噴霧するものである。注射する一般的なワ
クチンとは異なり、注射の痛みがないこと、また、
2007年に米国では、接種可能年齢の下限が2歳に
引き下げられたことから、小児科領域でも利用さ
れてきた。さらに、米国疾病情報センター（CDC）
は、本薬剤が2～8歳の小児に特に有効であると
し、2013年には、それらの年齢の小児への接種を
推奨するようになった。また、日本でも、個人的に
フルミストを並行輸入し、接種している市中の医
院も珍しくない。しかし、2016年6月22日に、CDC
の免疫療法における助言委員会（Adv i s o r y  
Committee on Immunization Practice）は、2016～
2017年シーズンに、このワクチンを使用すべきで
ないと（原文：CDC’s Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) today voted that 
live attenuated influenza vaccine (LAIV), also 
known as the “nasal spray” flu vaccine, should not 
be used during the 2016-2017 flu season. 
(http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s062
2-laiv-flu.html参照)）、公表した。このことは、2015
年5月に公表された2～17歳のヒトを対象とした
調査で、同ワクチンの効果が3%（95%信頼区間: - 

49～37%）と、評価不可能なほどにまで低い結果
であったことを受けてのことである（通常の注射
する不活化ワクチンの効果は、63%（95%信頼区間: 
52～72%））。このように、先行して使用されてい
る米国においてさえ、評価が定まっていない薬剤
を、日本へ並行輸入して使用する際には、使用する
側もされる側も慎重になる必要があろう。
　本演者らは、以上のような背景から、本薬剤中の
抗原量（ウイルス力価）が低いのではないかとの仮
説を立て、抗原量が効能書通りの範囲（106 . 5 -  
107.5FFU  (Fluorescent Focus　Unit)/0.2ml）に含
まれているのかを調べてみた。その結果、B型2株

（ビクトリア系統および山形系統）については、基
準の下限を辛うじて超えていたものの、A型では2
株（H3N2およびH1N1pdm）とも基準を下回って
いた。メーカー（あるいは米国の承認機関）が検定
に使用した細胞と、本演者らが使用した細胞とは、
当然異なっており、その結果、測定値が異なってい
る可能性は否定できない。しかしながら、米国内に
おける本薬剤の低評価と、本演者らの結果の間に
は、何らかの相関が存在しているのかもしれない
とも考えさせられた。

（山中隆史）

およびデータ解析の効率化を図る目的で、データ
収集システムの構築をwebベースで行えるように
したものの紹介であった。
　麻酔関連偶発症の調査は、発生原因を解析して
発症率の減少に繋げたり、麻酔前のインフォーム
ドコンセントに活かすなど利用価値は大きいが、
今回の4演題を聞いて、調査のキーは、データとし
て利用できる記録をきちんと取れるかに言及され
るようであった。単独の施設での調査では望まし
い結果を導き出すことは難しく、web上でのデー
タ収集システムが試行できるようだが、そのシス
テムを最大限利用できるようにするには、症例ご
とのきちんとした記録があってこそと思われた。

(間　弘子）

○立位MRI検査で骨折の早期診断が可能であった
競走馬の３症例

新崎裕太ら（JRA栗東トレーニング・センター）
　X線検査では診断が困難であった骨折症例が，
立位MRI検査を用いることで，早い段階で病変が
確認された症例の報告。
症例１：第１指骨々折：第4病日のMRI検査で，すで
に骨損傷所見を認める。第24病日のX線検査で骨
折が確認される。
症例２：第１趾骨々折：約1週間後のMRI検査で，す
でに骨損傷所見を認める。約2週間後のX線検査で
骨折が確認される。
症例３：第３中手骨遠位外側顆掌側面骨折：通常の
X線撮影方向では異常は認められなかったが，MRI
検査で骨損傷所見を認める。その結果を参考に，撮
影方向を変えてX線再検査を行ったところ，骨折
が確認される。
　いずれの症例においても，MRI検査はX線検査を
補完する検査として有用であったという内容で
あった。
　症例１および２に関しては，症例を積み重ね，
MRI検査で早期に確定診断が可能となることを期
待したい。

(太田　稔)

○整形外科疾患におけるリハビリテーションの実
際

長坂佳世（D＆C Physical Therapy）
　小動物の整形外科疾患に対してリハビリテー
ションを行う際のポイントが紹介されていた。整
形外科疾患の術後に不動化を続けてしまうと廃用
症候群が惹起され、廃用性筋萎縮、関節拘縮、廃用
性骨萎縮などの病態が生じる。特に筋萎縮は術後
1週間までに、骨萎縮は術後6週間までに進行する
と考えられており、やはりできるだけ早い段階で
リハビリテーションを開始することが重要であ
る。術後管理が特に難しい競走馬では、そう一筋縄
にはいかない状況が多いと思われるが、将来的な
機能改善を視野に入れることの重要性は間違いな
いであろう。また、この講演の中で、後肢に力が入
らない椎間板ヘルニアの犬に対して前肢や頚部の
筋肉をマッサージしてあげると、姿勢や歩様がか
なり良化した症例が紹介されていた。この症例か
ら学ぶポイントは、「患部以外にも目を向けるこ
と」であり、競走馬のリハビリテーションを考える
うえでも一つの教訓になると思われた。

○骨折治癒機転
越智広樹（東京医科歯科大学）

　骨の形成や癒合を促進するキーファクターはマ
クロファージであり、マクロファージの生成遺伝
子をノックアウトさせたマウスは、骨のみならず
軟骨の形成もみられず、結果的にすべての個体が
死んでしまう。このことは、生命の維持には骨組織
が必須であることを物語っている。しかも、最近の
研究では、骨組織はホルモン分泌、糖代謝、脂質代
謝、高次脳機能の調節などにも影響しており、いま
や骨組織は「内臓」の一つとしてみなされているよ
うである。このように、骨組織の重要性が改めて認
識されるなか、骨折治癒に関する研究は今も変わ
らずホットな分野である。骨再生を促進する骨形
成因子（BMP；Bone Morphogenetic Protein）は、骨
誘導シグナルの伝達により遺伝子発現を調節し、
間葉系幹細胞の骨芽細胞への分化と増殖を引き起
こす。現在、遺伝子組み換え技術を利用した
rhBMP-2（recombinant human BMP-2）製剤が開
発され、多くの動物実験でその有用性が報告され
ている。諸外国では、獣医学領域でも骨癒合不全や
関節固定などに対して臨床応用されているが、国

内では未承認であることや高価であることなど
色々とハードルがある。しかし近年、大腸菌を用い
てrhBMP-2を生合成する技術が開発され、これま
でよりも安価に生成可能になると言われているこ

とから、近い将来、このrhBMP-2が獣医学領域の骨
再生治療に大きな役割を果たす時代がくるかもし
れない。

（小平和道）



（338） 馬の科学　Vol.53（4）2016

○馬体への攻撃試験による馬インフルエンザウイ
ルスの抗原性の解析

山中隆史ら（JRA競走馬総合研究所）
　不活化ワクチンの接種は、H3N8の馬インフル
エンザウイルスの感染によって発生する馬インフ
ルエンザを制御する重要な手段である。しかし、ワ
クチン接種馬群における多くの流行が知られてお
り、それらの主な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されている。我々は、
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しているフロリダ亜系
統クレード(Fc)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。このことを受け、日本のワクチンは、
LP93をワクチン株から除き、Fc2株である
A/equine/Yokohama/aq13/2011 (Y10)をワクチ
ン株として含めることとなった。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、馬体への攻撃試験によ
り評価したものである。
　無作為に10頭のナイーブな馬を5頭ずつ、Y10
およびLP93グループとした。そして、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。各グループの内、2頭は
ワクチン接種2回目から2週後、3頭は4週後に、
CL11（109.4 50% egg infectious dose/horse）によ
り攻撃した。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攻撃株に対する幾何平均
(GM)中和(VN)抗体価は、48.5および10.6であっ
た。一方、Y10およびLP93 グループの攻撃時にお

ける攻撃株に対するGM血球凝集抑制（HI）抗体価
は、27.9および24.3であった。
　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。一方、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。グループ間において、ウイルス分離期間に
有意差は認められなかった。
　攻撃時における両グループ間のGM HI抗体価に
ほとんど差が認められなかったにも関わらず、発
熱の緩和という点において、CL11に対するY10 ワ
クチンの効果は、LPワクチンのそれよりも上回る
ことが示された。このグループ間での相違は、両グ
ループ間における約4.6倍のCL11に対するGM VN
抗体価の相違を反映していると考えられる。以上
のことは、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鋭
敏に検出し得ることを示唆している。

○並行輸入された経鼻インフルエンザ生ワクチン
「フルミスト」に含まれるウイルスの感染値の解析

佐藤　光ら（国立病院機構　仙台医療センター）
　動物用であろうと、人体用であろうと、化学合成
されたものであろうと、生物由来であろうと、日本
国内で未承認の薬剤を処方する場合は、獣医師あ
るいは医師が、その有用性およびリスクについて
科学的な根拠をもって、処方される側に対して説
明する責任が生じる。
　本演題の主題である「フルミスト」とは、2003年
に米国食品医薬品局（FDA）により承認された低温

馴化生インフルエンザワクチンの商品名であり、
鼻から噴霧するものである。注射する一般的なワ
クチンとは異なり、注射の痛みがないこと、また、
2007年に米国では、接種可能年齢の下限が2歳に
引き下げられたことから、小児科領域でも利用さ
れてきた。さらに、米国疾病情報センター（CDC）
は、本薬剤が2～8歳の小児に特に有効であると
し、2013年には、それらの年齢の小児への接種を
推奨するようになった。また、日本でも、個人的に
フルミストを並行輸入し、接種している市中の医
院も珍しくない。しかし、2016年6月22日に、CDC
の免疫療法における助言委員会（Adv i s o r y  
Committee on Immunization Practice）は、2016～
2017年シーズンに、このワクチンを使用すべきで
ないと（原文：CDC’s Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) today voted that 
live attenuated influenza vaccine (LAIV), also 
known as the “nasal spray” flu vaccine, should not 
be used during the 2016-2017 flu season. 
(http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s062
2-laiv-flu.html参照)）、公表した。このことは、2015
年5月に公表された2～17歳のヒトを対象とした
調査で、同ワクチンの効果が3%（95%信頼区間: - 

49～37%）と、評価不可能なほどにまで低い結果
であったことを受けてのことである（通常の注射
する不活化ワクチンの効果は、63%（95%信頼区間: 
52～72%））。このように、先行して使用されてい
る米国においてさえ、評価が定まっていない薬剤
を、日本へ並行輸入して使用する際には、使用する
側もされる側も慎重になる必要があろう。
　本演者らは、以上のような背景から、本薬剤中の
抗原量（ウイルス力価）が低いのではないかとの仮
説を立て、抗原量が効能書通りの範囲（106 . 5 -  
107.5FFU  (Fluorescent Focus　Unit)/0.2ml）に含
まれているのかを調べてみた。その結果、B型2株

（ビクトリア系統および山形系統）については、基
準の下限を辛うじて超えていたものの、A型では2
株（H3N2およびH1N1pdm）とも基準を下回って
いた。メーカー（あるいは米国の承認機関）が検定
に使用した細胞と、本演者らが使用した細胞とは、
当然異なっており、その結果、測定値が異なってい
る可能性は否定できない。しかしながら、米国内に
おける本薬剤の低評価と、本演者らの結果の間に
は、何らかの相関が存在しているのかもしれない
とも考えさせられた。

（山中隆史）
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海外報告
AO-VET Course Advances in Equine Fracture Managementに参加して

中国北京国際馬科学技術大会　Beijing International Conference on Equine Science
2015年度アメリカ獣医外科学会（ACVS）
Equine Basic Arthroscopic Surgery Courseに参加して
第10回国際馬伝染病会議

研修報告
アイリッシュエクワインセンター（Irish Equine Centre）での研修報告

学会報告
第12回WCVAに参加して

トピック
競走馬総合研究所の統合
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－

衛生情報
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2015年4号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2016年1号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2016年2号の紹介）
エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2016年3号の紹介）

文献紹介
オリゴフルクトースにより誘導されたウマの蹄葉炎
ウマにおける異なる頭頚角度での頚部の筋活動
平成26年度ウマ科学会臨床委員会による外国人獣医師の招待講演資料の翻訳 Part I
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
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
平成26年度日本ウマ科学会臨床委員会による外国人獣医師の招待講演資料の翻訳Part Ⅱ

馬のリハビリテーションにおける管理運動

学会見聞記
第42回比較心電図研究会
第158回日本獣医学会学術集会
第47回日本臨床分子形態学会学術集会
第203回つくば病理談話会ならびに第100回JPCスライドセミナー
第70回日本体力医学会大会
第30回日本整形外科学会基礎学術集会
第26回日本臨床スポーツ医学会
第36回日本炎症・再生医学会
第７回PRP（多血小板血漿）療法研究会
第63回日本ウイルス学会学術集会および第22回トガ・フラビ・ペスチウイルス研究会
第204回つくば病理談話会および第101回JPCスライドセミナー
第26回基礎体力研究所公開研究フォーラム
第27回日本臨床微生物学会学術集会
第15回日本再生医療学会総会
第89回日本細菌学会総会
第68回衛生動物学会
第51回日本脳炎生態学研究会
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32

144

212

288

148

41
227

42
157
230
307

48
164
236
244
246

313
320

57
60
68
69
71
76
81

166
167
168
170
172
249
250
253
254
255

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

南　卓人・浅野寛文…（2）－

近藤高志・山中隆史・辻村行司・根本　学・坂内　天・上野孝範・丹羽秀和・木下優太・越智章仁…（3）－

根本　学…（4）－

小平和道・和久野愛・徳重裕貴・青木基記・溝部文彬・前　尚見…（2）－

富塚貴秋…（1）－
琴寄泰光・桑野睦敏…（3）－

近藤高志…（1）－
近藤高志…（2）－
近藤高志…（3）－
近藤高志…（4）－

琴寄泰光…（1）－
髙橋佑治…（2）－

森　達也・桑野睦敏…（3）－
髙橋佑治…（3）－

福田健太郎…（3）－

斉藤重彰・天谷友彦・桑野睦敏…（4）－
小林　稔・荒木成就…（4）－

平賀　敦…（1）－
片山芳也・近藤高志・桑野睦敏・笠嶋快周・琴寄泰光・黒田泰輔・田村周久…（1）－

片山芳也…（1）－
越智章仁…（1）－

向井和隆・大村　一・高橋佑治…（1）－
笠嶋快周・福田健太郎・黒田泰輔・田村周久…（1）－

髙橋佑治…（1）－
笠嶋快周…（2）－

福田健太郎…（2）－
坂内　天…（2）－
片山芳也…（2）－
向井和隆…（2）－
上野孝範…（3）－

笠嶋快周・田村周久…（3）－
木下優太…（3）－
越智章仁…（3）－
近藤高志…（3）－
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第90回日本感染症学会総会
第205回つくば病理談話会
第3回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会
日本超音波医学会第89回学術集会
第206回つくば病理談話会および第102回JPCスライドセミナー
第24回東京大学身体科学シンポジウム
第92回日本獣医麻酔外科学会
第30回インフルエンザ研究者交流の会シンポジウム

催事案内
第29回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ

324
325
327
329
331
333
335
337

257

黒田泰輔…（4）－
片山芳也…（4）－

上野孝範・片山芳也・越智章仁…（4）－
田村周久…（4）－
冨田篤志…（4）－

高橋敏之・向井和隆…（4）－
間　弘子・太田　稔・小平和道…（4）－

山中隆史…（4）－

（3）－
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