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成馬における細菌性呼吸器疾患検査用LAMP法セットの開発および応用

○木下優太・丹羽秀和・片山芳也 (総研)

【背景と目的】
　競走馬の細菌性肺炎およびそれに続発する
ことのある細菌性胸膜肺炎は、時に予後不良
となる疾患である。細菌感染症に対して原因
菌を特定し、その原因菌に有効な抗菌薬を迅
速に投与することは、対象馬の予後の改善、治
療期間の短縮、不必要な抗菌薬投与の抑制お
よび人的負担の軽減などに対して大きなメ
リットが期待できる。LAMP (Loop-mediated 
isothermal amplification) 法は、迅速で簡便に
実施でき、特異性も高いことから臨床現場で
の使用に適した遺伝子検出法である。本研究
では、成馬の細菌性呼吸器疾患の原因となる
主要な7種類の細菌に対するLAMP法セット
を作製し、臨床応用することを目的として実
施した。

【材料と方法】
　5種の細菌 (Streptococcus zooepidemicus、
偏性嫌気性菌、Klebs i e l la  pneumoniae、
Steno t rophomonas  ma l toph i l i aおよび
Staphylococcus aureus) に対するLAMP法を作
製し、検出感度および菌種特異性を検討した。
さらに、既報の2菌種 (Escherichia coliおよび
Pseudomonas aeruginosa) に対するLAMP法
を加え、7種類の細菌が検出可能となる成馬
の細菌性呼吸器疾患検査用LAMP法セットを

作製した。また、呼吸器から採材した84検体
を用いて、本LAMP法の臨床検体に対する有
用性を評価するため、臨床症状と関連する菌
数 (1×104 CFU/ml : Baselski, V. S., 1994) を
基準とし、細菌培養法と比較した際の感度お
よび特異度を計算した。

【結果】
　新たに作製した5種のLAMP法は、1×104～
1×105 CFU/ml (10～100 CFU/反応) の検出
感度を有していた。偏性嫌気性菌を標的とす
るLAMP法は、呼吸器疾患から分離される
Bacteroides属およびPrevotella属菌が検出可
能であること、その他のLAMP法については、
各標的細菌に対して高い特異性を保有するこ
とが確認された。また、7種類の細菌が検出可
能な成馬の細菌性呼吸器疾患検査用LAMP法
セットの感度および特異度は、85.4％および
96.1％であった。

【考察】
　従来の細菌培養法による分離同定は、その
結果を得るまでに数日を要することから、初
期治療は獣医師の経験や知識に基づく判断で
行われてきた。本研究で開発したLAMP法
セットは、成馬の細菌性呼吸器疾患における
原因菌の約8割を占める7種類の細菌を標的
とし、細菌培養法と高い一致率を有する結果

を1時間程度で得ることが可能であった。
よって、本LAMP法セットを使用することで、
臨床現場の獣医師は採材から短時間のうちに
主要な原因菌を検出でき、菌種ごとに蓄積さ
れた抗菌薬感受性データを参考にして有効な抗
菌薬をより迅速に選択可能となり、予後の改善を
初めとする多くのメリットを得られることが期待
できる。
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JRA育成馬を用いた育成後期のV200と競走成績に関する調査

○山﨑洋祐・羽田哲朗・水上寛健・宮田健二・秋山健太郎（日高）

【背景と目的】
　運動中の心拍数と走速度から算出する
V200は、最大酸素摂取量との相関性が高く、
ウマの有酸素性運動能力指標として有用であ
ることが知られており、競走期に測定したサ
ラブレッドのV200は競走能力と関連するこ
とが示唆されている。しかし、育成後期に測定
したV200とその後の競走成績との関連性を
示した報告はない。そこで過去9年間に日高
育成牧場において測定したJRA育成馬の
V200とその後の競走成績との関連性に関す
る調査を行ったので報告する。

【材料と方法】
　対象馬は、2007～2015年のJRAブリーズ
アップセールまたはトレーニングセールで売
却した日高育成馬のうち、JRAの競走に出走
歴がある雄124頭、雌112頭とした。2歳3月末
または4月上旬に1600m×2本の試験走行を
実施し、Polar社製心拍計（Accurex plusまたは
RC3-GPS）を用いて測定した心拍数と200mご
とのラップタイムからV200を算出した。得ら
れたV200について、雌雄別に3歳未勝利戦終
了時までの競走成績および総賞金との関連性
を解析した。

【結果】
　雌雄を比較すると、勝ち上がり率（雄：
39％、雌：32%）、V200および総賞金（図1）に
有意差はなかった。競走成績を4群（Ａ：2勝以
上、Ｂ：1勝、Ｃ：未勝利・入着あり、Ｄ：未勝利・
着外のみ）に分類すると、雌ではＡ群のV200
が他群よりも有意に高く、雄では同様の傾向
が見られたものの有意差はなかった（図2）。
次に、年度別にV200が上位20%（雄24・雌23）
および下位20%（雄22・雌25）の馬のデータを
抽出し比較したところ、雌では競走成績およ
び総賞金がV200上位馬で有意に高かったが

雄では有意差を認めなかった（図3および図
４）。

【考察】
　育成後期の雌のV200上位馬は競走成績が
良好であったことから、育成後期のV200はサ
ラブレッド雌馬の競走能力を反映しているこ
とが示唆された。一方、雄では雌のような有意
な結果は得られず、育成後期のV200とその後
の競走成績との関連性には雌雄差があると考
えられた。日高育成牧場の過去の研究では育
成調教期間中のV200は雄でのみ有意に増加
することを報告しており、宮崎育成馬を用い
た調査でも同様の成績が得られていることか
ら、育成後期におけるサラブレッドの心肺機
能の成長には雌雄差があり、それが今回の成
績に影響したのかもしれない。
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図1　V200 と総賞金の雌雄での比較 図3　V200 上位20％・下位20％の競走成績

図2　競走成績でのV200 の比較 図4　V200 上位20％・下位20％の総賞金
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トレーニングが酸素摂取量および肺拡散能におよぼす影響

○大村　一・向井和隆・高橋佑治・高橋敏之（総研）・James H Jones（カリフォルニア大学デービス校）

【背景と目的】
　最大酸素摂取量は有酸素運動能力の指標で
あり、トレーニングにより増加することが知
られている。有酸素運動能力向上の経時的変
化については、特に休養後の再トレーニング
時のトレーニングメニューを決める際に重要
であるが、あまり研究がなされてない。なぜな
ら、最大酸素摂取量の測定時に激しい運動を
する必要があり、このことがトレーニングメ
ニューに影響するためトレーニング実験では
最大酸素摂取量を毎週測定することが難しい
のである。しかしながら、最大酸素摂取量の測
定時の激しい運動自体をトレーニングメ
ニューに組み入れることで、トレーニング時
の毎週の変化を観察することが可能であると
考えられる。
　一方、肺拡散能は肺におけるガス交換の指
標であり、有酸素運動能力の指標である酸素
摂取量を規定する因子の一つである。ヒトに
おいて肺拡散能は、先天的、もしくは成長過程
において決定されると考えられており、ト
レーニングと肺拡散能の関係はほとんど無い
と考えられている。しかし、ヒトの2倍以上の
酸素摂取量を持つサラブレッドにおいて、ト
レーニングと肺拡散能の関係を明らかにする
ことは、サラブレッドにおける肺の能力向上
の可能性（トレーナビリティー）を知る上で重
要であると考えられる。
　これらのことから、本研究では、再トレーニ
ングに伴って最大酸素摂取量がどのように向
上するか、また、その際に最大酸素摂取量の変
化に応じて肺拡散能がどのように変化するか
を検討した。

【材料と方法】
　健康なサラブレッド種8頭（雄1頭・雌4頭・
せん3頭、年齢4～9歳、体重463～532 kg）を
3ヶ月以上の十分な休養を取った後に実験に

供試した。トレーニングは週に2回、傾斜6％
のトレッドミル上において2分毎に1.7 ｍ/s、
4.0 ｍ/s、7.0 ｍ/s、10.0 ｍ/s、12.0 ｍ/s、 13.0 
ｍ/s…とスピードを漸増させる運動を疲労困
憊（オールアウト）となるまで行った。また、運
動日を含め週5日は、時速7 km程度のウォー
キングマシーンによる常歩運動を1時間行っ
た。トレーニング期間は5週間とし、週1回、
オールアウト運動の際に酸素摂取量などの呼
吸循環指標を測定した。肺拡散能は、低濃度の
一酸化炭素を含んだ標準ガスを呼吸させて、
その濃度低下率を測定する一酸化炭素拡散法
を新たに開発し、週1回、トレッドミル運動と
は異なる日に測定した。統計処理には分散分
析を用い、有意水準を5％とした。

【結果と考察】
　トレーニングにより最大酸素摂取量は1週
目と比較し3週目には有意に増加した（148 
vs. 176 mL/min/kg）（図１）。しかし、トレー
ニング3週目、4週目および5週目の最大酸素
摂取量はほとんど変化しなかった（176 vs, 
177 vs. 176 mL/min/kg）（図1）。肺拡散能は
トレーニング期間を通じてほぼ一定の値

（0.33-0.34 mL/mmHg/min/kg）を示し、最大
酸素摂取量の変化とは関係が認められなかっ
た（図2）。以上のことから、週2回のオールア
ウト運動によるトレーニングにより、最大酸
素摂取量は増加し、概ね3週目以降はプラ
トーに達していることが明らかとなった。こ
のため、それ以降の能力向上のためには、異な
る運動刺激が必要であると考えられた。一方、
肺拡散能は最大酸素摂取量が増加したにもか
かわらず変化しなかったことから、トレーニ
ングによる能力向上の可能性（トレーナビリ
ティー）は低いものと考えられた。
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図1　最大酸素摂取量の変化 図2　肺拡散能の変化
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低酸素トレーニングはサラブレッド骨格筋の毛細血管を増加させる

○向井和隆・大村　一（総研）・長久　広・宮田浩文（山口大学）・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　ヒトのアスリートにおいて、低酸素トレー
ニングは有酸素能力やパフォーマンスを向上
さ せ る 手 段 と し て よ く 知 ら れ て い る

（Stray-Gundersen et al, 2001; Chapman et al, 
2014; McLean et al, 2014）。また、低酸素ト
レーニングの結果、骨格筋の毛細血管が増加
するというヒトの報告があり（Vogt  and 
Hoppeler, 2010）、血管新生の促進には低酸素
誘導因子（HIF-1α）を介した血管内皮増殖因子

（VEGF-A）やサテライト細胞の関与が示唆さ
れている（Semenza, 2012; Rhoads et al, 
2009）。そこで、低酸素下での高強度トレーニ
ングがサラブレッド骨格筋の血管新生やサテ
ライト細胞に与える影響について調べること
を目的に実験を行った。

【材料と方法】
　トレーニングされていないサラブレッド8
頭をランダムに2群に分け、低酸素（H, 15%）
または常酸素（N, 21%）において、週3回4週
間、常酸素下で算出した最大酸素摂取量に達
するときの速度（100% VO2max）で2分間走行
させるトレッドミルトレーニングを実施した

（図1）。4ヶ月の休養後に群を入れ替えて、ク
ロスオーバー試験とした。各トレーニング期
の前後に、常酸素下でトレッドミル運動負荷
テストを実施して、走行距離、最大酸素摂取量
およびその他の酸素運搬系指標を測定した

（図2）。また、運動負荷テスト前の安静時に中
殿筋バイオプシーを実施し、中殿筋の毛細血
管数やサテライト細胞数を免疫組織化学染色
で計測し、血管新生やサテライト細胞に関連
する因子のmRNA量をリアルタイムRT-PCR
で測定した（図2）。すべてのデータは平均±
SEMで表記した。トレーニング前後および2群
間の統計解析にはpaired t-testを用い、有意水
準はP < 0.05とした。

【結果】
　H群はN群に比べ、運動負荷テストでの走行
距離（H, +41.4%; N, +14.3%）、最大酸素摂取量

（H, +12.1%; N, +2.6%）およびオールアウト時
の心拍出量（H, +11.3%; N, -1.7%）が高値を示
した（P < 0.05）（図3）。中殿筋の筋線維組成、
筋横断面積およびサテライト細胞数にはト
レーニング前後および群間での差が認められ
なかったが（図4）、中殿筋の毛細血管数はH群
でのみ増加し（H, +14.6%; N, +6.3%）、走行時
間との間に正の相関があった（P < 0.05）。ト
レーニング後、HIF-1α, VEGF-Aおよび肝細胞
成長因子（HGF）mRNAはH群でのみ増加し（P 
<  0 .05）、H群のHIF -1α,  VEGF -Aおよび
myogenin（筋分化調節因子）mRNAはN群に比
べて高値を示した（P < 0.05）（図6）。

【考察】
　サラブレッドにおいて低酸素トレーニング
を実施したところ、常酸素トレーニングに比
べて、運動パフォーマンスと有酸素能力が向
上し、中殿筋の毛細血管数、サテライト細胞活
性化および血管新生に関連する遺伝子発現が
増加した。これらの結果から、トレーニング中
の低酸素刺激によって、HIF-1αの発現が亢進
し、VEGFを介して血管新生が活性化したこと
が示唆される。また、骨格筋内の毛細血管が増
えることによって、運動中の作動筋により多
くの酸素を運搬できるようになり、それが運
動パフォーマンスや有酸素能力の向上につな
がった可能性が考えられる。
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図1　実験デザインとトレーニングメニュー

図2　トレッドミル運動負荷試験と測定項目

図3　トレッドミル運動負荷試験における走行距
　　   離、最大酸素摂取量および心拍出量。

図4　中殿筋の筋組成、筋断面積およびサテライト
　　   細胞数の変化。

図5　中殿筋の毛細血管数の変化と、運動負荷試験
　　   における走行距離との関係。

図6　中殿筋における血管新生およびサテライト
　　   細胞関連mRNA の変化。
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プロポフォールの利点を生かした麻酔法の再検討

○伊藤瑛基・徳重裕貴・有馬大輔・浦山俊太郎・岡野　篤(美浦)・南島陽平(競理研)・太田　稔(総研)

【背景と目的】
　静脈麻酔薬プロポフォール（Pro）は、2000
年代前半から、ウマにおいても吸入麻酔薬に
比べて循環抑制が軽度なこと、代謝が早く覚
醒がスムーズであることなどの利点が報告さ
れていた。しかし、導入時の興奮作用などの問
題から、ウマに対する臨床応用は進んでいな
い。近年、ケタミンの併用により導入時の興奮
作用が抑制されることが明らかとなったこと
で、Proの臨床応用における問題点が解消され
た。そこで今回、Proの利点を生かした麻酔法
を再検討した。

【材料と方法】
　骨片摘出術を実施する競走馬30頭を、無作
為にC群、P3群、P6群（10頭×3）に分類した。3
群ともメデトミジン（Med）5.0 μg/kg ＋ ミ
ダゾラム20 μg/kgによる鎮静後、ケタミン
1.0 mg/kg ＋ Pro 1.0 mg/kgにより導入し
た。C群はJRA施設内においてルーティンで臨
床応用している「セボフルラン（Sevo）吸入麻
酔 ＋ Med 3.0 μg/kg/hr持続静脈内投与

（CRI）」で麻酔維持し、この方法をベースとし
て、P3群にはPro 3.0 mg/kg/hr CRIを、P6群
にはPro 6.0 mg/kg/hr CRIをそれぞれ追加し
た。MedおよびProの投与速度は一定とし、麻
酔深度はSevo濃度で調節した。覚醒期に再鎮
静はせず自由起立とし、群間で覚醒所見（起立
時間・起立グレード [G1 = poor ～ G5 = 
excellent]・起立の試行回数など）を比較した。

【結果と考察】
　術中の平均終末呼気Sevo濃度は、C群、P3
群、P6群の順に、2 . 4±0 . 1、1 . 7±0 . 2、
1.4±0.2％であり、Proの投与速度の上昇に伴
い有意に低下した(図1)。また、術中の平均動
脈圧を70 mmHg以上に維持するために必要
な平均ドブタミン投与速度は、C群に比較し

てP3群およびP6群は有意に低値を示した(図
2)。Proの併用により、Proよりも循環抑制作用
が強いSevoの濃度が低下し、安定した循環管
理が可能となった。
　また、血漿中プロポフォール濃度はP3群の
麻酔維持中では有意差を認めず、血中濃度は
安定的に推移した。P6群では15分後と比べて
45分後で有意に高値を示し、経時的に上昇し
ていることが示唆された。P6群ではプロポ
フォールが蓄積していくおそれがあることか
ら、過剰投与である可能性が考えられた。
　起立時間は、C群、P3群、P6群の順に、
40±6、41±11、47±14 minであった(図4)。
起立グレードおよび起立の試行回数はいずれ
も群間に有意差は認められなかったものの、
P3群では全頭において起立グレードがG4以
上、さらに起立の試行回数が1回と、より安全
でスムーズな起立が実現した(図5)。
　以上の結果から、Proの利点を最も生かせる
CRI投与速度は3.0 mg/kg/hrと考えられた。
今回の実験で確立された「Sevo吸入麻酔 ＋ 
Med 3.0 μg/kg/hr CRI ＋ Pro 3.0 mg/kg/hr 
CRI」によるバランス麻酔法を、今後も積極的
に臨床応用していきたい。
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螺子固定術にセボフルラン吸入麻酔とフェンタニル－メデトミジン
持続静脈内投与（CRI）によるバランス麻酔法を適用した10例

○溝部文彬・和久野愛・岡田　淳・大塚　佑・石川裕博・栗本慎二郎（栗東）

【背景と目的】
　螺子固定術の適応となるような重度の疼痛
を伴う骨折症例においては、周術期の疼痛管
理が極めて重要となる。一方、吸入麻酔におい
ては、吸入麻酔薬単独で十分な鎮痛効果を得
ようとした場合、麻酔薬濃度が高くなり、覚醒
遅延や循環抑制などの好ましくない影響の可
能性がある。このような背景から、麻薬性鎮痛
薬であるフェンタニル（Fen）やα2作動薬で
あるメデトミジン（Med）を用いたCRI法が検
討され、各々の有用性が報告されているが、こ
れらを組み合わせた麻酔法については報告さ
れていない。今回我々は、螺子固定術にセボフ
ルラン（Sevo）吸入麻酔とFen－Med CRI（FM
法）によるバランス麻酔法を10例に適用し、
吸入麻酔下におけるMed CRIおよび局所麻酔
の実施例と比較したので、概要を報告する。

【症例馬と麻酔法】
　症例馬の骨折様式は、第1指（趾）骨々折が4
例、第3中手（足）骨々折が6例であり、発症か
ら3日以内に手術を実施した（図1）。Med

（6.0-7.5 μg/kg）による鎮静処置後、チオペン
タール（4 mg/kg）を混合した5%グアイフェ
ネシン（600-800 mL）の急速静脈内投与によ
り導入した。導入後は気管内挿管し、手術台上
に側臥位で保定した。吸入麻酔開始15分後か
らMed CRI（3.0 μg/kg/hr）を開始した。さら
に吸入麻酔開始30分後から、Fen（4.0 μ
g/kg）を負荷量として15分間かけて静脈内投
与し、その後、維持量としてFen CRI（7.0 μ
g/kg/hr）を実施した。手術開始は、Fen負荷量
の投与が終了した吸入麻酔開始45分後から
とし、手術終了までMed およびFen CRIを継
続した。また、2%メピバカインによる局所麻
酔を全ての症例で術式に応じて実施した（図
2）。麻酔中は昇圧剤としてドブタミンのCRI

（0-1.0 μg/kg/min）を実施した。

【結果および考察】
　FM法を実施した10例の平均終末呼気Sevo
濃度（Et sevo）は、2.29±0.16％であった（図
3）。この値は、同程度の骨折を発症し、Sevo吸
入麻酔下においてMed CRIおよび局所麻酔を
実施した10例と比較し、有意に低値を示した

（Mann Whitney U検定）。これはFenにより一
定の鎮痛効果が得られ、その結果として、Sevo
必要量が低下したものと考えられた（図4）。
一方、平均動脈圧（MAP）は75±4.3mmHgで
あり（図5）、この値を維持するために必要と
したドブタミン量は、Med CRIおよび局所麻
酔実施例のそれと差がなかった（図6）。また、
吸入麻酔時間は平均139±37.2分、起立まで
の時間は平均60±15分であり、覚醒期におい
て興奮などの副反応はなく、円滑な覚醒が認
められた。以上のことから、FM法は高侵襲・長
時間手術において、有用かつ安全な麻酔法と
して、臨床応用可能であると考えられた。
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図1　FM法を実施した症例馬

図2　FM法における麻酔管理方法

図3　FM法における術中のEt sevo

図4　FM法とMed CRI のEt sevo の比較

図5　FM法における術中の循環系指標

図6　FM法とMed CRI の平均ドブタミン投与速度
　　   に、有意差を認めず
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異なる麻酔法が酸化ストレスに与える影響

○上林義範・有馬大輔・徳重裕貴・伊藤瑛基・浦山俊太郎・草野寛一（美浦）・都築　直（宮崎大学）

【背景と目的】
　酸化ストレスとは、過剰に産生された活性
酸素種（ROS）を抗酸化物質で処理しきれなく
なった状態を指す。ヒトでは、吸入麻酔や手術
侵襲により酸化ストレスに陥ること、また、麻
酔薬の違いによりその程度に差が生じること
が知られており、手術に伴う酸化ストレスは
術後合併症の発生に関与する可能性が示唆さ
れている。一方ウマでは、吸入麻酔下における
去勢術により酸化ストレスに陥ることが報告
されているものの、麻酔と酸化ストレスに関
する知見は限られている。そこで本研究では、
麻酔薬の違いがウマの酸化ストレスに与える
影響について基礎的な検討を行った。

【材料と方法】
　供試馬は関節鏡視下骨片摘出術を実施した
20頭であり、麻酔法によりpP群（7頭）、pM群

（7頭）、tM群（6頭）に分類した。アルファベッ
トの小文字は導入薬を、大文字は術中投与薬
をそれぞれ示す。3群ともメデトミジン（Med） 
5.0 μg/kg ＋ ミダゾラム20 μg/kgによる鎮
静後、pP群およびpM群ではケタミン1.0 
mg/kg ＋プロポフォール（Pro） 1.0 mg/kg、
tM群ではチオペンタール（Thi） 4.0 mg/kg ＋ 
GGE 100 mg/kgにより麻酔導入した。3群と
もセボフルラン吸入麻酔＋Med  3 . 0  μ
g/kg/hr持続静脈内投与（CRI）を実施し、pP群
ではこれにPro 3.0mg/kg/hr CRIを追加して
麻酔維持した。
　スポットケムIM（アークレイ(株)）を用い
て、手術前、手術終了時、手術翌日における酸
化ストレス度（Oxidative Stress, OS）および抗
酸化力（Antioxidant Power, AP）を測定し、比
較した。統計解析は多重比較検定により行い、
p<0.05を有意とみなした。

【結果と考察】
　いずれの群においても、手術終了時のOSは
術前および手術翌日と比較して有意に低値を
示したが、麻酔群間でのOSの変動パターンに
差は認めなかった（図1）。このことから、全群
において前投与およびCRIにて共通で用いた
Medに抗酸化能がある可能性が示唆された。
Medの抗酸化能についての報告はこれまでな
いが、同じくα2アドレナリン受容体作動薬
であるデクスメデトミジンに抗酸化能がある
ことから、Medも今回同様の効果を発揮した
と推察した。手術翌日には薬物が代謝されて
抗酸化効果が消失したため、OSは術前と同等
の値に復したものと考えられた。また、いずれ
の群においても、手術終了時のAPは術前およ
び手術翌日と比較して有意に低値を示し、麻
酔群間でのAPの変動パターンに差は認めな
かった（図2）。これは、OSの変動との均衡を保
つためにAPも変動したことによるものと推
察された。
　本研究の結果から、今回検討した3群のい
ずれでも手術中にOSが低下し、麻酔薬の違い
が酸化ストレスに与える影響に差は認めな
かった。今後は、より長時間あるいは高侵襲な
手術において、麻酔薬の違いが酸化ストレス
に与える影響についての検討を行っていきた
い。
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図1　pP、pM、tM群における酸化ストレス度（OS）の変化
＊：術前、手術翌日と有意差あり（p<0.05）

図2　pP、pM、tM群における抗酸化力（AP）の変化
＊：術前、手術翌日と有意差あり（p<0.05）

OS

AP
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578頭のサラブレッドの喉頭片麻痺に対する喉頭形成術

○田上正明・加藤史樹・鈴木　吏・山家崇史 （社台ホースクリニック）

【背景と目的】
　喉頭片麻痺はサラブレッド(以下TB)の競走
能力に大きな影響を与える重要な疾患であ
り、発生頻度も高い。しかし、その治療方法に
は根治的なものはなく、喉頭形成術(タイバッ
ク)が、長い間主要な治療法となってきてい
る。
　その術後成績についてはいくつかの報告が
あるが、成否の判定基準がまちまちであり、競
走馬に関する詳細な報告は少ない。
　今回、578頭のTBに実施した喉頭形成術に
関する回顧的調査を行ったのでその概要を報
告する。

【材料と方法】
　症例は1998年から2015年に、安静時なら
びに/あるいは運動時内視鏡検査により、左側
の喉頭片麻痺と診断され、手術適応と判断さ
れ一回のみの喉頭形成術を実施された578頭
のTBで、各馬の手術記録をもとに調査を実施
した。
　この間、術式のマイナーチェンジや使用す
る糸の変更を行ったが、執刀獣医は筆者1名
であった。
手術はイソフルラン－酸素吸入麻酔(IPPV)下
右側臥にて行い、すべて問題なく覚醒・起立し
麻酔事故は皆無であった。
　症例の年齢は、1歳1頭、2歳262(未出走
232 )頭(45 .3% )、3歳178 (未出走17)頭
(30.8%)、4歳78頭(13.5%)、5歳37頭(6.4%)、6
歳以上22頭(3.8%)であり、性別は雄488頭
(84.4%)、雌75頭(13.0%)、騸15頭(2.6%)であっ
た。

【結果】
　2015年6月までに手術を行った550頭を対
象に、2016年6月初旬までの術後の競走成績
をJBIS®を使用して調査した。

　術後に出走した症例は490頭で、出走率は
89.1%であった。また、調査時点で現役の競走
馬は52頭であった。
　手術から初出走までの期間は平均209.3日
(中央値183日)で、そのうち未出走馬を除く
284頭の競走馬では、平均167.2日(中央値
147.5日)であった。
　術後の出走回数は1から136回、平均15.3回
(中央値9回)であった。
　術後収得賞金は0から846,363,000円、平均
14,464,888円(中央値1,464,500円)であり、
症例により大きな差が認められた(図1)。
　年齢ごとの平均収得賞金を比較したとこ
ろ、3歳が2,393万円で最も高く、4歳が1,580
万円、2歳未出走が1,029万円であった。
　術後収得賞金が100万円未満の症例は、
214頭(43.7%)で、年齢による明らかな差はな
かったが、6歳以上(20頭)では55.0%であっ
た。
　また、1頭目から550頭目までの、時系列の
100頭あたりの百万円未満(不成功)ならびに
一千万円以上(成功)の症例の比率を検討した
が、一定の傾向は認められず、手術経験と術後
成績には相関が認められないと思われた(図
2)。

【術後合併症】
　手術を実施した症例のうち、追跡調査が可
能であった383頭について術後合併症の発生
状況を調査した。
　術後合併症として、誤嚥が53(重度10)頭
(13.8%)、披裂軟骨(肉芽)炎が28頭(7.3%)、披裂
軟骨の潰瘍が14頭(3.7%)、術創感染(漿液腫)
が13頭(3.4%)、内出血(喉嚢中隔)が2頭に認め
られた。
　約3割の症例に認められた合併症発症例の
出走率は80.4%であり、競走成績は非発症馬
より悪い傾向が認められた(図3)。

【考察】
　馬の喉頭部は解剖学的バリエーションがか
なり大きく、同様の手術手技を実施したとし
ても、一様な結果が得られるわけではない。
　また、手術馬には術後の調教・競走において
トップアスリートとして最高のパフォーマン
スが要求される。
　競走能力の高い症例において、手術目的が
相当期間達成されれば、かなりな競走成績が
期待できるものもあるが、そうではない症例
も多くあり、各症例の持つ競走能力自体も術
後成績に大きな影響を与えることがあらため
て認識された。
　軽度なものを含むと約3割の症例に発生し
た術後合併症については、充分な注意と説明
が必要であり、合併症予防対策と術後検査に
よる確実なフォローアップと適切な対処が肝
要と考えられた。
　今後、Laser Ventriculocordectomyを併用
し、Standing Surgeryも考慮に入れた術式の
改良を行うとともに、手術の成否に関わる要
因に対する検討を引き続き行いたいと考え
る。
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【背景と目的】
　喉頭片麻痺はサラブレッド(以下TB)の競走
能力に大きな影響を与える重要な疾患であ
り、発生頻度も高い。しかし、その治療方法に
は根治的なものはなく、喉頭形成術(タイバッ
ク)が、長い間主要な治療法となってきてい
る。
　その術後成績についてはいくつかの報告が
あるが、成否の判定基準がまちまちであり、競
走馬に関する詳細な報告は少ない。
　今回、578頭のTBに実施した喉頭形成術に
関する回顧的調査を行ったのでその概要を報
告する。

【材料と方法】
　症例は1998年から2015年に、安静時なら
びに/あるいは運動時内視鏡検査により、左側
の喉頭片麻痺と診断され、手術適応と判断さ
れ一回のみの喉頭形成術を実施された578頭
のTBで、各馬の手術記録をもとに調査を実施
した。
　この間、術式のマイナーチェンジや使用す
る糸の変更を行ったが、執刀獣医は筆者1名
であった。
手術はイソフルラン－酸素吸入麻酔(IPPV)下
右側臥にて行い、すべて問題なく覚醒・起立し
麻酔事故は皆無であった。
　症例の年齢は、1歳1頭、2歳262(未出走
232 )頭(45 .3% )、3歳178 (未出走17)頭
(30.8%)、4歳78頭(13.5%)、5歳37頭(6.4%)、6
歳以上22頭(3.8%)であり、性別は雄488頭
(84.4%)、雌75頭(13.0%)、騸15頭(2.6%)であっ
た。

【結果】
　2015年6月までに手術を行った550頭を対
象に、2016年6月初旬までの術後の競走成績
をJBIS®を使用して調査した。

　術後に出走した症例は490頭で、出走率は
89.1%であった。また、調査時点で現役の競走
馬は52頭であった。
　手術から初出走までの期間は平均209.3日
(中央値183日)で、そのうち未出走馬を除く
284頭の競走馬では、平均167.2日(中央値
147.5日)であった。
　術後の出走回数は1から136回、平均15.3回
(中央値9回)であった。
　術後収得賞金は0から846,363,000円、平均
14,464,888円(中央値1,464,500円)であり、
症例により大きな差が認められた(図1)。
　年齢ごとの平均収得賞金を比較したとこ
ろ、3歳が2,393万円で最も高く、4歳が1,580
万円、2歳未出走が1,029万円であった。
　術後収得賞金が100万円未満の症例は、
214頭(43.7%)で、年齢による明らかな差はな
かったが、6歳以上(20頭)では55.0%であっ
た。
　また、1頭目から550頭目までの、時系列の
100頭あたりの百万円未満(不成功)ならびに
一千万円以上(成功)の症例の比率を検討した
が、一定の傾向は認められず、手術経験と術後
成績には相関が認められないと思われた(図
2)。

【術後合併症】
　手術を実施した症例のうち、追跡調査が可
能であった383頭について術後合併症の発生
状況を調査した。
　術後合併症として、誤嚥が53(重度10)頭
(13.8%)、披裂軟骨(肉芽)炎が28頭(7.3%)、披裂
軟骨の潰瘍が14頭(3.7%)、術創感染(漿液腫)
が13頭(3.4%)、内出血(喉嚢中隔)が2頭に認め
られた。
　約3割の症例に認められた合併症発症例の
出走率は80.4%であり、競走成績は非発症馬
より悪い傾向が認められた(図3)。

【考察】
　馬の喉頭部は解剖学的バリエーションがか
なり大きく、同様の手術手技を実施したとし
ても、一様な結果が得られるわけではない。
　また、手術馬には術後の調教・競走において
トップアスリートとして最高のパフォーマン
スが要求される。
　競走能力の高い症例において、手術目的が
相当期間達成されれば、かなりな競走成績が
期待できるものもあるが、そうではない症例
も多くあり、各症例の持つ競走能力自体も術
後成績に大きな影響を与えることがあらため
て認識された。
　軽度なものを含むと約3割の症例に発生し
た術後合併症については、充分な注意と説明
が必要であり、合併症予防対策と術後検査に
よる確実なフォローアップと適切な対処が肝
要と考えられた。
　今後、Laser Ventriculocordectomyを併用
し、Standing Surgeryも考慮に入れた術式の
改良を行うとともに、手術の成否に関わる要
因に対する検討を引き続き行いたいと考え
る。

図1

図2

図3
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若齢サラブレッドにおける大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞170頭の関節鏡手術成績

○加藤史樹・鈴木　吏・山家崇史・田上正明 （社台ホースクリニック）

【はじめに】
　大腿骨遠位内側顆軟骨下骨嚢胞（以下SC）
は、若齢サラブレッドにおいて後肢の跛行の
原因となりうる重要な発育期整形外科疾患の
一つである。しかし、その治療成績や合併症、
予後についての報告は多くはない。今回、SC
に対する関節鏡手術成績の調査を行ったの
で、その概要を報告する。

【材料と方法】
　症例は、1998年から2016年5月までの間に
SCに対し関節鏡手術を実施した170頭の若齢
サラブレッドで、それらの疫学調査および、
SCのDebridementを行った85頭（D群）と、関
節鏡視下SC内ステロイド投与を行った85頭

（S群）について、両術式の術後成績を比較調査
した。

【結果】
　症例の性別は雌94頭（55.3％）、雄76頭

（44 . 7％）、手術時の年齢は1歳1 2 1頭
（71.2％）、2歳39頭（22.9％）、当歳10頭
（5.9％）であった。
　患肢は右1 1 0頭（6 4 . 7％）、左4 0頭

（23.5％）、両側20頭（11.8％）であった。
　SCの発症は、16から21か月齢（86頭、
50.6％）に多く認められた。
　手術時の年齢別の競走出走率は、当歳
55.6％、1歳69.3％、2歳87.1％であった。
　D群（85頭）の出走率は77.6％、平均出走回
数20.3回、収得賞金は平均8,846,152円（中央
値1,814,000円）、S群（2016年10月23日時点
での未出走8頭を除いた77頭、現役馬17頭）の
出走率は67.5％、平均出走回数14.5回、収得賞
金は平均9,454,769円（中央値1,502,500円）
であった。
　術後不出走だった症例の追跡調査は、D群
19頭中14頭、S群25頭中23頭で可能であった

（図１）。
　不出走の原因と考えられた異常は、D群で
は、SCの拡大が3頭（3.5％）、大腿骨遠位内側
顆や脛骨近位内側の変形が2頭（2.4％）、SCの
骨化不全が1頭（1.2％）、異常が認められな
かったのは7頭（8.2％）であった（図２）。1頭
はSCとは無関係の原因（喉嚢真菌症）であっ
た。
　S群では、広範囲な軟骨欠損と半月板損傷に
よる関節腔の狭小化（図３）が12頭（15.6％）、
関節腔の狭小化を伴わない内側顆の軟骨病変
や半月板損傷（図４）、骨の変形が5頭（6.5％）、
SCの拡大が1頭（2.6％）で認められた。
　異常が認められなかったのは6頭（7.8％）で
あった。これらの合併症の発生ついて、性別や
年齢による傾向はみられなかった。

【考察】
　競走出走率は、D群、S群ともに手術時の年
齢が上であるほど高い傾向がみられた。
　術式の比較では、D群の方が出走率が高い
傾向がみられた。
　S群で多くみられた軟骨欠損や半月板損傷
は、非常に重篤な術後合併症であり、予後が強
く危惧される。そのため若齢馬の関節疾患に
対するステロイドの局所投与については、慎
重に検討されるべき課題と思われた。
　以上の術後成績と合併症の調査結果から、
若齢サラブレッドのSCに対する治療は
Debridementの方が優れていると考えられ
た。
　現在、新たな治療方法としてSCに螺子を挿
入するTranscondylar screw法を実施してお
り、将来的にDebridement法との比較検討を
行いたいと考えている。
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白内障に対し超音波乳化吸引術を実施したサラブレッド競走馬の1症例

○佐藤正人・樋口　徹・井上　哲・後藤忠広（NOSAI日高　家畜診療センター）
秦　秀明（NOSAI日高  西部支所）・前原誠也（酪農学園大学伴侶動物内科学Ⅰ）

【背景と目的】
　馬の白内障は眼疾患の中では比較的多く遭
遇する疾患である。先天的な発症が多いが、ブ
ドウ膜炎や外傷から継発する後天的な発症も
ある。内科的治療法はなく、外科的治療法とし
て硬化した水晶体を超音波で破砕、吸引する
超音波乳化吸引術がある。今回、現役競走馬で
後天性白内障を発症し、超音波乳化吸引術を
実施した症例について概要を報告する。

【症例】
　サラブレッド種、発症時8歳、牡、ホッカイ
ドウ競馬で出走していた。右眼の白内障発症
後も12ヶ月以上出走を続けていた。左眼の白
内障と視力の喪失に気付き、最後の出走から
8日後、診療センターへ来院した。外貌と超音
波像から両眼の水晶体の混濁が著明で、歩様
検査では障害物を回避できず、視力は失われ
ていた（図1、2）。オーナーの乗馬への転用希
望もあり、酪農学園大学で詳細な検査を実施
した。外貌、超音波、網膜電図により、成熟白内
障であるが網膜の生存性は確認されたため手
術適応であった。来院から1ヶ月後、酪農学園
大学で、より重症であった右眼の水晶体超音
波乳化吸引術を実施した（図3）。手術は、プロ
ポフォールを用いた全静脈麻酔下で行われ
た。麻酔からの覚醒時には、右眼の視力の回復
を確認できた。術後は抗生剤、消炎剤、散瞳剤
の点眼を1ヶ月続けた。右眼の手術から66日
後、左眼にも超音波乳化吸引術を実施した。両
眼とも良好な経過を辿っていたが、右眼の手
術から113日目に右眼の前眼房にフィブリン
塊の出現と水晶体変性、視力の喪失を認めた

（図4）。組織プラスミノーゲン活性化因子
（tPA）の前眼房注射（図5）により1週間後には
フィブリン塊は消失したが、明確な網膜剥離
を認め、視力は回復しなかった（図6）。左眼の

視力は維持されており、当初の目的であった
乗馬への転用から競走復帰へ目標を変更し、
経過観察しながら調教を実施したが、ナイ
ター照明に対し眩しがるため危険であると判
断し、乗馬へ転用された。

【考察】
　診療センターでは年間2、3頭の白内障の検
査依頼があり、ほとんどが当歳馬における先
天性疾患である。今回の症例は8歳の現役競
走馬であった。後天性白内障の原因としては
ブドウ膜炎や外傷があげられるが、今回の症
例については原因不明であった。超音波乳化
吸引術により手術直後から視力の回復が認め
られた。しかしながら、術後の眼内炎症は避け
られず、必要とされる数種類の点眼を徹底し
ても術後合併症のリスクは高い。今回の症例
の右眼は術後のブドウ膜炎からの網膜剥離で
失明した。左眼については現在も視力は維持
されており、福島県相馬野馬追で行列に参加
した。白内障に関しては、先天性眼疾患の場合
の奇形も含め、手術の適否の判断には十分な
検査が必要である。今後も症例の蓄積に努め
たい。
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図1　診療センター初診時外貌

図4　右眼の術後から16 週間

図5　図4と同日、右眼前眼房へのtPA 注入

図6　右眼の術後から17 週間

図2　診療センター初診時超音波像

図3　右眼超音波乳化吸引術
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トレーニング・センターに導入された馬鼻肺炎生ワクチンの評価に関する調査

○辻村行司・坂内　天・根本　学・山中隆史・近藤高志（総研）
美浦防疫課（美浦）・栗東防疫課（栗東）・馬事部防疫課（馬事部）

【背景と目的】
　ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）感染に
よる馬鼻肺炎は、競走馬の冬季の発熱の主要
な原因である。そのため、トレーニング・セン
ター（TC）では、罹患馬の多くを占める明け3
歳馬に対して不活化ワクチン接種を行ってき
た。しかしながら、不活化ワクチンは免疫原性
が低いため頻回接種が必要であり、また、ヘル
ペスウイルスに対する防御で重要と考えられ
ている細胞性免疫の誘導も望めない。そこで、
これらの点の改善が期待される生ワクチンを
2015年度の冬季からTCに導入し、現時点で2
流行シーズンが経過している。本研究の目的
は、ワクチン切り替え前後で各種調査を実施
し、トレーニング・センターへの生ワクチン導
入を総合的に評価することである。

【材料と方法】
　［調査期間］2011年度（2010年12月－2011
年4月）から2016年度とした（血清中和抗体応
答調査のみ2014年度から2016年度）。［ワク
チン接種方法］冬季にTCに在厩する明け3歳
馬に対し、2014年度までは不活化ワクチンを
最大3回、2015年度以降は生ワクチンを最大
2回接種した。［馬鼻肺炎発生状況調査］ペア
血清が採取可能であった両TCの冬季発熱馬
について、血清抗体検査により馬鼻肺炎発症
を判定し、各年度の推定発症頭数（検査馬での
馬鼻肺炎発症率×冬季発熱馬頭数）を算出し
た。［ワクチン接種後の血清中和抗体応答調
査］無作為に抽出したワクチン接種馬から、馬
鼻肺炎ウイルスの自然感染を受けたものを除
く各年度100頭程度について、初回接種時、接
種1、2および3ヶ月後のEHV-1に対する血清
中和抗体価を測定した。［副反応に関する調
査］ワクチン接種後1日以内に38.5℃以上の
発熱を呈し、2日以内に38.4℃以下に回復し

たものを副反応による発熱と定義し、接種頭
数に占める割合を求めた。

【結果】
　［馬鼻肺炎発生状況調査］両TCの馬鼻肺炎
推定発症頭数は、不活化ワクチン接種時は18
から65頭、生ワクチン導入後は2015年度が
24頭、2016年度が33頭であった（図1）。［血清
中和抗体応答調査］不活化ワクチン接種群と
比較して、生ワクチン接種群では接種後の血
清中和抗体価が有意に高く、幾何平均値の差
は2.0から3.2倍であった（図2）。また、接種後
に4倍以上の有意な抗体価の上昇を示した馬
の割合は、不活化ワクチン接種群では3回接
種の合計で50%未満であったのに対し、生ワ
クチン接種群は1回接種のみで75%以上に達
した（図3）。［副反応に関する調査］不活化ワ
クチン接種時の副反応発症率は0.2から0.5%
であった。一方、生ワクチン導入後の発症率
は、2015年度が1.4%、2016年度が1.5%で上
昇が認められた。

【考察】
　生ワクチン導入後の馬鼻肺炎推定発症頭数
は導入前と比較して顕著な変化を示さなかっ
た。また、生ワクチン接種群は不活化ワクチン
接種群と比較して良好な血清中和抗体応答を
示した。したがって、生ワクチンは効果の面で
少なくとも不活化ワクチンに劣らず、さらに
免疫原性に優れていると推察されたことか
ら、接種による副作用に十分注意した上で、今
後もその使用の継続が推奨されると考えられ
た。
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図1　TCにおける馬鼻肺炎発生状況調査

図2　ワクチン接種後のEHV-1に対する血清中和抗体価の推移

図3　ワクチン接種後に中和抗体価の有意上昇を示した馬の割合
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美浦トレーニング・センターおよびその周辺における蚊の生息状況

○越智章仁・根本　学・太田　稔（総研）・青沼宏佳・嘉糠洋陸（東京慈恵会医科大学）
美浦防疫課（美浦）・上野孝範・片山芳也（総研）

【背景と目的】
　ゲタウイルス感染症および日本脳炎などの
アルボウイルス感染症の発生は、媒介動物で
ある蚊の生態とも密接に関連している。2014 
年以降、美浦トレーニング・センター (TC) お
よび周辺牧場では馬のゲタウイルス感染症が
流行している。1980 年代に行われた調査で
は、コガタアカイエカやキンイロヤブカがゲ
タウイルスを保有していることが明らかと
なった。しかし、近年の気候の温暖化や美浦 
TC 周辺の環境変化によって、蚊の生態も影響
を受けている可能性が考えられる。本研究で
は、美浦 TC およびその周辺に生息する蚊の
疫学調査を実施した。

【材料と方法】
　美浦 TC 内の6地点 (競走馬診療所、乗馬苑
屋外、乗馬苑厩舎、北通用門、坂路裏、森林馬
道) および2つの周辺牧場を調査地点とした。
蚊の採取は、地表から約 1.2～1.6 m の高さに 
CDC ライトトラップを設置して行った。蚊の
誘引源にはドライアイス 1 kg (24時間・ト
ラップ１台当たり) を用いた。調査は2016年 
6 月25日から10月27日に、約2週間間隔で実
施し、13 時から約 24 時間採取した。蚊の分
類は形態学的特徴に基づいて行った。

【結果】
　8ヶ所の調査地点において、採取された雌
成虫は12種類2797匹であった。その内訳は、
コガタアカイエカ 1651 匹 (59.03%)、キンイ
ロヤブカ 572匹 (20.45%)、ニセシロハシイエ
カ群 226 匹 (8.08%)、シナハマダラカ99 匹 
(3.45%)、アカイエカ群 81 匹 (2.90%)、ヒトス
ジシマカ 81匹 (2.90%)、ヤマトヤブカ 46 匹 
(1.64%)、オオクロヤブカ 14 匹 (0.50%)、カラ
ツイエカ 12 匹 (0.43%)、ハマダライエカ 9 

匹  ( 0 . 32% )、フタクロホシチビカ 5  匹  
(0.18%)、キンパラナガハシカ 1 匹 (0.04%) で
あった。採取地点別の捕虫数は坂路裏が 781 
匹と最も多かった (図1)。種別の比率は、北通
用門を除く 6 地点ではコガタアカイエカあ
るいはキンイロヤブカが優占種であるのに対
し、北通用門ではヒトスジシマカの比率が高
い傾向にあった (図2)。採取数上位のコガタア
カイエカは、8 月末から 9 月に多く採取され
た。一方、キンイロヤブカは 9 月末にその採
取数が最大となった (図3および4)。

【考察】
　美浦TC およびその周辺では、コガタアカイ
エカおよびキンイロヤブカが優占種であっ
た。これらの蚊はゲタウイルス媒介種として
知られており、これらの蚊が近年のゲタウイ
ルスの流行に関与している可能性が考えられ
た。また、本調査ではヒトスジシマカやヤマト
ヤブカなどのアルボウイルス媒介蚊が新たに
確認され、TCに生息する蚊のアルボウイルス
の保有状況を明らかにする必要があると考え
られた。
　蚊の季節消長は周辺環境や気象条件などの
影響を受けやすい。このことから、美浦TCで
の蚊の季節消長の詳細を明らかにするために
は、継続的な蚊の疫学調査を行うことが望ま
しい。また、馬を吸血する蚊種を同定するた
め、厩舎での蚊の採取ならびに採取された吸
血蚊の検索を行う必要があると考えられた。
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図1　美浦TCおよび周辺牧場での採取成績

図2　各地点における採取数と種構成

図3　美浦TCにおける蚊の季節消長

図4　周辺牧場における蚊の消長



（112） 馬の科学　Vol.54（2）2017

坂路コース調教における負荷増大への取り組みと効果の検証

○長岡慶幸・安藤恒平・美浦馬場造園課・美浦検査課・森本哲郎（美浦）・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　坂路コース(以下、坂路)は、トレセンにおい
て入場頭数が最も多く、必要不可欠な調教馬
場であるが、厩舎関係者からは、調教時に掛か
る負荷が足りないと指摘されてきた。そこで
坂路調教時に掛かる負荷を増大させる方法と
して、坂路で使用されているウッドチップ(以
下、WC)の管理方法を工夫することで、走行に
力を要する重い馬場を提供することを考案し
た。本発表では、管理方法の変更点や負荷増大
の定量的評価結果、今後の課題について述べ
ることとする。

【方法】
　具体的な管理方法として、①細粒化した
WCを使用、②大量の散水、③転圧効果のない
ハローを使用、の3点を実施した。通常細粒化
したWCでは排水性が悪化するため、定期的
に粗いWCに交換するが、これを細粒化した
状態のままとし[図①]、さらに通常の３～５
倍量の散水を実施することで馬場に大量の水
分を持たせ、人為的に重い馬場になるよう管
理した。また、日々行う坂路のハロー掛けで
は、従来は馬場に支持力が得られるよう、転圧
効果があるミキシングハローを使用していた
が、これの代わりに、上層部をほぐす効果のあ
るグリップハローやアグリレバー、轍のみを
消して転圧効果のないタインハロー[図②]を
使用することによって、あえて支持力が出な
いよう掘れやすい状態を維持した。

【結果】
　坂路調教における負荷の増大について、坂
路調教馬の①走破タイム、②血中乳酸値の2
点に着目して検証を行った。2013年4月に、こ
の取り組みを始めてから1年程度掛けて現在
の管理方法を確立させたが、走破タイムは、
2014年4月以降明らかに遅くなっており、坂

路4ハロン週間タイム上位50頭で比較する
と、2015年は2013年と比べて、年間平均値で
3.4秒遅くなっていることが分かった[図③
④]。また、馬場の蹄跡についても、管理方法変
更後は、変更前と比較して深く掘れており、力
を要する状態となっている様子が伺えた[図
⑤]。さらに、トレーニング強度の指標として、
血中乳酸値で負荷を評価した。美浦6厩舎の
調教馬を対象に、調教直後に採血し、血中乳酸
値を測定した。血中乳酸値と走破速度は、一定
以上の速度において、比例関係にあるが、すべ
て同じタイムで走行したと仮定した場合の血
中乳酸値は、従来の美浦坂路調教馬と比較し
て有意に上昇していることが分かった[図
⑥]。

【考察】
　坂路のWC管理方法を工夫したことで、坂
路調教馬は従来と比較して走破タイムが遅く
なっており、また血中乳酸値も上昇している
ことから、調教時に掛かる負荷は増大してい
ることが考えられる。しかし、WCが凍結する
冬季は散水を控えざるを得ず、その分馬場が
軽くなり、走破タイムも速くなる傾向にある。
逆に細粒化したWCを使用することで、降雨
時には極端に馬場状態が悪化するなど、現在
の管理方法では気象条件によって状態が大き
く変わる状況にある。今後は、負荷増大と馬場
状態の安定化の両立を目標として、管理方法
の改善を行っていく予定である。
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図①　細粒化したウッドチップ

図②　タインハロー

図③　走破タイムの推移

図④　走破タイム(2013年と2015年の比較)

図⑤　蹄跡状況の変化

図⑥　血中乳酸値の変化
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芝馬場の更新作業による馬場硬度の変化について

○今泉信之・小畑篤史・施設部馬場土木課・重岡真司（施設部）

【背景と目的】
　芝馬場の維持管理は１年を通して行われて
いるが、特に夏期更新作業は傷んだ芝の張替
えや路盤状態の調整などを芝馬場全面で行う
ため最も重要な作業となっている。この大規
模な更新作業では一定間隔で穴を開けていく
バーチドレンとともに、立体的に土壌を揺さ
ぶりほぐすことができるシャタリングマシン
を使用している。これらの作業により馬場状
態の回復を期待しており、現場ではその実感
を得ているが、これまで実際にその結果を数
値化して示すことはなかった。そこで、これら
芝馬場更新機械の効果および有効な使用方法
を探るため、現在、簡易型硬度測定器を用い
て、芝馬場の年間を通した定期的な硬度測定
を行っており、本発表ではその結果について
報告する。

【材料と方法】
　東京競馬場および中山競馬場の芝馬場の硬
度を2～3週間おきに測定し、その経時的な変
化を追った。東京競馬場は2015年4月より測
定を開始し、測定ヶ所は200mごと（各ハロン
棒）に芝馬場を横断するかたちで内柵より2
～3m付近、中央付近、外柵より2～3m付近に
おいて各地点5ヶ所とした（図２）。中山競馬
場は2016年4月より測定を開始し、測定ヶ所
は東京競馬場と同様で内回り、外回りで測定
した。表層硬度および地中硬度はそれぞれク
レッグインパクトソイルテスター（G）、貫入
式土壌硬度計（MPa）を用いて測定した（図
１）。ただし、今回は芝張替えを行っていない
部分のみのデータについて報告する。各競馬
場の夏期更新作業の主な作業は、バーチドレ
ンによる路盤のコア抜き作業およびシャタリ
ングマシンにより路盤土壌を揺さぶりほぐす
作業を芝馬場全面で行い、これら作業の前後
に着目して通年の硬度測定を行った。

【結果と考察】
　東京競馬場と中山競馬場の芝馬場の夏期更
新作業の前後に着目して、クレッグインパク
トソイルテスターによる通年の馬場硬度測定
を行った。その結果、東京競馬場の各測定日の
平均値はおおよそ70～100 Gを示し、中山競
馬場の各測定日の平均値はおおよそ80～110 
Gを示していた（図３、５）。また、バーチドレ
ン、シャタリングマシンによる更新作業に
よって、馬場硬度（G）は東京競馬場で平均約
26%、中山競馬場で平均約21%の減少が確認
され、クッション性が改善されると判断でき
た。しかし、その効果は時間とともに元に戻る
傾向があり、約２ヶ月程度で元の硬度を示す
ようになることが示唆された。一方、貫入式土
壌硬度計（MPa）による地中の硬度（2015年東
京競馬場）は、深さ5cm、10cmで更新作業前の
それぞれ65%、83%を12月まで持続しており、
更新前の硬度まで戻ってしまうことはなかっ
た（図４）。
　今後も引続き定期的な硬度測定を行い、馬
場更新作業と硬度との関係を探っていく予定
であるが、今回の結果から更新作業は明らか
にクッション性向上に役立つものの、その効
果は２ヶ月程度で、長続きしないことも明ら
かになり、開催日程を踏まえた更新作業のタ
イミングを調整することが重要であることが
分かった。
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競走中に発症した第3中手骨々折と調教内容との関連性について

○冨田篤志・福田健太郎・高橋敏之・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　昨年の本発表会で、平地競走中の第3中手
骨および第1指骨々折の発症には性別（牡＋
セン＞牝）、競走条件（新馬未勝利）、施行季節

（冬・春）といった要因が発症に関わっている
ことを報告した。一方、最近の海外の調査報告
によると、下肢部のストレス性骨折には普段
の調教馬場が影響するとの考察もみられる

（Jacklinら 2012, MacKinnonら 2015） 。そこ
で、第3中手骨々折の発症と調教内容との関
連性を統計学的に解析した。

【材料と方法】
　調査対象馬は、2001年～2015年にJRAの平
地競走に出走したJRA所属馬（出走時点での
地方からの移籍馬を除く）とした。競走中に
6ヶ月以上の事故見舞金対象となる第3中手
骨の骨折を発症した馬395頭を発症群、発症
馬と同じ競走の出走馬から発症馬1頭につき
無作為に2頭を抽出したものを対照群とし
た。検討要因は、年齢、性別、馬体重、発症競走
出走前30、60、180日以内の追い切り本数

（T30、T60、T180）と出走数（R30、R60、
R180）、および発症競走出走前30日以内に主
に使用した追い切り馬場（馬場30）とした。調
教データは競馬ブックwebから収集し、「追い
切り」は最後の１Ｆが15秒を切るタイムで走
行した調教とした。これら各要因について単
変量および多変量ロジスティック解析により
関連性を検討し、オッズ比を算出した。

【結果】
　多変量ロジスティック解析の結果、性別、
T30、R30、R180および馬場30が発症に関連
する要因として解析モデルに含まれ、これら
のうち、T30、R30および馬場30が有意に発症
に関連していた。そのオッズ比は、T30では3
回以下の追い切りを基準とした場合、4回で

0.685、5回で0.682、6回以上で0.515となり、
追い切り本数が多いほど発症の危険性が低下
した。R30では0回の出走を基準とした場合、2
回以上で0.430となり出走回数が多いほど発
症の危険性が低下した。馬場30では坂路を基
準とした場合、ポリトラックは2.167で発症
の危険性が高い結果となったが、他の馬場で
は危険性に差はなかった。

【考察】
　以前に実施した腕節構成骨々折に関する調
査では調教との関連性が認められなかった
が、今回の中手骨々折での調査では何らかの
関連性が認められる結果となった。すなわち、
発症前30日以内での追い切り本数あるいは
出走数が多いほど骨折発症の危険性が低下
し、十分な強運動を実施することで発症の危
険性が抑えられる可能性が示唆された。また、
発症前30日以内のポリトラック馬場での追
い切りで発症の危険性が高いことはポリト
ラックでの調教が骨折の発症に関連するとい
う結果であるが、このような骨折の発症の予
防には、出走前30日以内ではポリトラック以
外の馬場での調教を取り入れるなどの対策が
考えられた。
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図１　多変量解析によるオッズ比（T30)

図２　多変量解析によるオッズ比（R30)

図３　多変量解析によるオッズ比（馬場30)
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広範囲の蹄壁欠損を伴う慢性蹄葉炎に対する装蹄療法の一例

○原口崇史・兒玉聡太・能登拓巳・酒井哲志・草野寛一（美浦）・竹田信之（総研）・上野政人（馬事公苑）

【はじめに】
　このたび我々は、蹄膿瘍から蹄骨のロー
テーションを伴う蹄葉炎を継発し、内蹄壁の
ほぼ全域を欠損した症例に遭遇した。蹄骨の
ローテーションを伴う慢性蹄葉炎に対して
は、主に葉状層の負荷を減らすことを目的と
した装蹄療法が行われるが、本症例のような
蹄壁の損傷が広範囲に及び、蹄匣が著しく変
形あるいは破綻した症例に対する治療方法は
確立されていない。

【装蹄療法の概要および経過】
　症例馬は、4歳・雄のサラブレット種競走馬
であった。左前肢蹄に蹄膿瘍を発症し、約1ヶ
月間排膿が続いた結果、内蹄壁に空洞が形成
されて角質が剥離し、蹄骨は内側方向に8度
変位していた。まず、損傷した角質の補修と内
側の荷重軽減を目的として、剥離し潰れた内
蹄壁を覆うような形でエクイロックスを充填
し、蹄壁を補強した。しかし、1ヶ月後の再診
時には正常な角質は生長しておらず、角質の
剥離と蹄骨のローテーションが進行してい
た。そこで、剥離した角質をすべて除去し、（図
1）葉状層が露出した状態（図2）で、エクイ
ロックスを充填した。この時、エクイロックス
が接触することによる問題は認めなかった。
同時に、損傷した蹄負面を保護するためシガ
フーズ蹄鉄を装着し、蹄下面にはアドバンス
クッションサポートを充填した。これら装蹄
療法により、蹄匣の堅牢性が保たれ内外バラ
ンスのとれた負重が可能となり、（図3）装蹄
療法開始2ヵ月後には内側蹄冠部の生長が確
認できた。装蹄療法開始3ヶ月後には、内側蹄
冠部に亀裂が確認されたことから、内側への
荷重を軽減するためにエクイロックスの充填
量を減じ、反回の促進を目的に下狭を付設し
た蹄鉄を装着した。装蹄療法開始5ヵ月後に
は蹄負面の角質が良好に再生したため、通常

の接着装蹄に変更した。（図4）その後、1ヶ月
毎に荷重バランスの調整を行った結果、装蹄
療法を開始して1年4ヶ月後には、蹄骨の角度
は概ね正常となり、欠損した内蹄壁も全長の
3分の2程度まで生長し、駈歩運動が可能と
なった。（図5）

【考察】
　エクイロックスによる蹄壁の修復は、本症
例における蹄内側に十分な強度を付与して患
肢での負重を可能にしただけでなく、形状修
正による荷重バランスの調整も容易で、知覚
部への直接的な適用による悪影響は認められ
なかったことから、正常角質の生長促進と蹄
葉炎の進行防止において有効であった。一方、
エクイロックスの充填量が過剰であった場
合、荷重が増加し、正常な角質の生長を妨げる
可能性があることから、大きな蹄壁欠損部を
修復する際には、蹄匣の形状やバランスを外
貌およびＸ線検査で確認することが重要であ
ると考えられた。
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活性化方法の相違はウマ多血小板血漿（PRP）中のサイトカイン
（TGF-β1およびPDGF-BB）濃度に影響を与えるか？ 

○福田健太郎・冨田篤志・黒田泰輔・田村周久・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　近年、ウマ臨床においても多血小板血漿

（PRP）を使用した治療が広く応用されてい
る。PRP治療で最大の効果を得るためには、濃
縮精製された血小板を適切に活性化させ、高
濃度のサイトカインが放出された状態で患部
に曝露させることが重要であると言われてい
る。そこで本研究では、ダブルスピン法で作製
したウマPRPを用いて、活性化処理方法の相
違によるPRP中サイトカイン濃度の変化につ
いて調査した。

【材料と方法】
　サラブレッド8頭（牡4頭、牝4頭：3～8歳）よ
り10％ACD-A液中に採取した静脈血からPRP
および乏血小板血漿（PPP）を得た。PRPを分
注し、凍結融解処理および自己血清+10％塩
化Ca液添加による活性化処理を行った。Ca添
加を行ったPRPはゲル化するため、ゲルを遠
心して上清と沈渣に分離した。沈渣について
は抽出用バッファー 1mL内でホモゲナイズ
し、遠心後の上清を採取した。1：PPP、2：無処
置のPRP（無処置群）、3：凍結融解PRP（Fr群）、
4：Ca添加PRPの上清（As群）および5：沈渣抽
出液（Ad群）中に含まれるサイトカインとし
てTGF-β1およびPDGF-BBの濃度をELISA法
にて定量した。また、-30℃・-80℃で2時間、お
よび-30℃で2週間凍結保存した同一のPRPを
解凍して同様にサイトカイン濃度を比較し
た。

【結果】
　1～4群における4群間比較では、TGF-β1濃
度はPPP群に対し、PRP各群で有意に高かっ
た。As群にAd群の値を加えて（As+Ad群）あら
ためて4群間比較しても同様で、PRP群内では
As+Ad群よりFr群および無処置群が高い値を

示した。一方、無処置群とFr群との間に差を認
めなかった。
　同様にPDGF-BB濃度について多群間比較を
行うと、PPPおよび無処置群に対し、Fr群、As
群およびAs+Ad群で有意に高かった。一方、
As+Ad群とFr群との間には差を認めなかっ
た。また、冷凍保存条件による両サイトカイン
濃度に差を認めなかった。

【考察】
　TGF-β1濃度は活性化の有無にかかわらず
差を認めなかったことから、TGF-β1測定系
で必要とされる酸処理の影響が疑われた。酸
処理後の血小板を塗抹鏡検したところ、多く
の血小板が崩壊していることが確認された。
よって、活性化処理の有無にかかわらず定量
直前に行う酸処理の影響により、多くの血小
板からサイトカインが放出されていたこと
が、各群の濃度に差が認められなかった原因
であると思われた。一方、PDGF-BB濃度は活性
化処理により著明に増加したが、活性化方法
の相違による濃度差は認められなかった。さ
らに、長期間冷凍保存を行っても作製時と同
等のサイトカイン量が得られることが示唆さ
れた。PRPの臨床応用について考慮すると、操
作が簡便であり、作製したPRPの長期保存が
可能なことから、頻回投与を要する症例にも
対応できる凍結融解処理が推奨できる活性化
方法であると考えられた。
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図１：各群に含まれるTGF-β1濃度の比較。乏
血小板血漿（PPP）群に比べ、各多血小板血漿
（PRP）群において有意に高い濃度を示すが、活
性化の有無での差異が認められない。

図２：各群に含まれるPDGF-BB濃度の比較。活
性化PRPにおける濃度が有意に高く、活性化方
法による差が認められない。

図３：冷凍保存条件によるPDGF-BB濃度の相
違。いずれの保存条件においても濃度差は認め
られなかった。
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サラブレッド筋肉中のカルノシン濃度：
筋肉種による差異と運動能力との関連

○森美和子（競理研）・ 川原正博（武蔵野大学）

【背景と目的】
　カルノシン（CA）は動物の生体中で抗酸化
作用、抗糖化作用、pH 緩衝作用などを示すジ
ペプチドで、脊椎動物の骨格筋や神経組織に
多く存在することが知られている。CAは、筋
肉中で運動により増加する乳酸が引き起こす
筋肉疲労を防ぎ、運動機能増進に寄与すると
考えられている。また、アスリートの筋肉中で
はCA濃度が上昇していることや、動物の筋肉
中のCA濃度が筋線維タイプと関連している
という報告から、競走馬の運動能力の研究に
おいて、筋肉中のCAおよびその類縁物質であ
るアンセリン（AN）の濃度を測定することは
有意義であると考えられる。しかしながら、こ
れらの物質は親水性が高く、通常ペプチド分
析に用いられる逆相系オクタデシルシリル

（ODS）カラムでは保持が弱いため、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC）による簡便なCA
とANの分離分析が困難であった。
　本研究では、分離モードの異なる種々の分
析カラムを検討することにより、HPLC を用
いてCAとANを簡便に分析することができる
方法を構築し、サラブレッドの筋肉中のCAと
ANの定量分析を行うとともに、筋肉中のCA
とANの濃度と筋線維タイプ（Type I、Type IIa
およびType IIx）との間の関連について調べる
ことを目的とした。

【材料と方法】
　サラブレッド種の牡馬 5 頭、去勢馬 1 頭お
よび牝馬 2 頭（3～5歳、420～506 kg）から、
中殿筋、咬筋、上腕三頭筋、橈側手根屈筋およ
び胸鎖乳突筋を採取した（図1）。
　各筋肉50 mgに水1 mLを加え、1 分間ホモ
ジナイズした。次に、ホモジネートの粘性を抑
えるため、ホモジネートを95 ℃で30分間加
熱した後、遠心分離（20,000×g、60 分、4℃）

し、得られた上清を分析試料とした。分析カラ
ムには全多孔性グラファイトカーボンカラム

（HypercarbTM）を選択し、UV 検出器（215 nm）
付HPLCによりCAとANを定量した。

【結果および考察】
　カーボンカラムを使用したHPLCで、ウマ筋
肉中のCAおよびANの濃度を測定した。図2に
CAおよびANの標準品のクロマトグラムを、
図3にウマ中殿筋から得られたクロマトグラ
ムを示す。
　各筋肉中のCAとANの濃度（平均±SD 
mg/g）を定量した結果、CA濃度は、中殿筋で
6.36±1.43 mg/g、咬筋で1.95±0.79 mg/g、
上腕三頭筋で4.10±0.97 mg/g、橈側手根屈
筋で3.29±1.14 mg/gおよび胸鎖乳突筋で
5.34±0.49 mg/gであった（図4）。ANはすべ
ての筋肉において検出下限値（57.6×10-6 
mg/g）以下であった。
　ウマ筋肉中に存在する3種類の筋線維

（Type I、Type IIaおよびType IIx）の割合と筋
肉中のCA濃度との関連を調べた結果、CAの濃
度は速筋線維であるType II（IIa およびIIx）線
維の比率が高い中殿筋で最も高く、遅筋線維
であるType I 線維の比率が高い咬筋では最も
低いことがわかった（図4）。
　以上の結果から、サラブレッドの筋肉中の
CA濃度と筋線維タイプとの関連が示された
ことから、筋肉中のCA濃度を測定することに
より筋肉の特性を明らかにし、さらには運動
能力の推定につながる可能性が示唆された。
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図1　採材部位

図2　CAおよびANの標準品のクロマトグラム

図4　種々の筋肉中のカルノシン含量と筋線維タイプ

図3　サラブレッド中殿筋のクロマトグラム
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Genotyping-by-sequencing (GBS) を用いた
日本サラブレッド家系における離断性骨軟骨症 (OCD) の連鎖解析

○前田昌也（日高軽種馬農業協同組合）・土肥真明・田中大資・北田一博（北海道大学理学研究院生物科学部門）

【背景と目的】
　ウマの骨軟骨症 (OC) や離断性骨軟骨症 
(OCD) の発症に関与する遺伝子の研究につい
ては多くの報告があり、複数の品種や関節に
おいて20以上の染色体で候補領域があげら
れている。品種や家系によって影響する独自
の遺伝子が存在し、交配により各々が相互作
用して発症に関わると仮定し、今回日本サラ
ブレッドの1家系に絞った飛節のOCDに関す
る連鎖解析を実施した。

【材料と方法】
　日本サラブレッドの1種牡馬を父親とする
3種牡馬の産駒である飛節OCDの発症・非発
症個体各5頭、計30頭（図1）のヘパリン血液か
らDNAを抽出し、次世代シークエンスの1手
法であるGenotyping-by-sequencing (GBS) を
用いて一塩基多型（SNP）を解読した。これら
をもとに遺伝統計解析ソフトウェアMERLIN
を用いてexponential modelによるノンパラ
メトリック連鎖解析を実施した。

【結果】
　GBSではすべてのサンプルにおいて解読さ
れた塩基の97.5％以上でQ20（推定解読精度
99％）が得られた。SOAP2を用いて生物ゲノ
ムデータベースEnsembl（Equ Cab 2.75）にア
ライメントし、深度5以上のカットオフ値で
フィルタリングしたところ常染色体上に計
136201個のSNPが同定され、これらについて
各個体のジェノタイプを決定した。
　ノンパラメトリック連鎖解析においては
call rate 90%以上、低アレル頻度（MAF）3％以
上のSNP1961個を採用し、さらに全30頭から
ジェノタイピングされた座位数の少ない4頭
を除く26頭のデータを用いて実施した（図2）
結果、第1染色体にLODスコア3.63以上の有

意な座位（図3）、第2・9・11・12・15染色体に
LODスコア2.19以上の示唆的座位が検出され
た（図2）。

【考察】
　GBSによる解読は従来の手法より安価で、
解読精度は劣るが連鎖解析に充分な情報量が
得られた。第1染色体の連鎖が得られた領域
近傍161Mb付近には他の動物種で軟骨内骨
化 に 関 与 す る と さ れ て い る m a t r i x  
metallopeptidase14がコードされており（図
3）、候補因子としてあげることができる。今
回のような絞られた家系での連鎖解析では、
検出される領域が少ないながらも既知の領域
が検出されており、かつ新しい領域も検出さ
れたことから、種々のサラブレッド家系に特
有の因子が継承され、発症に影響している可
能性が示唆された。血統背景などで発症に偏
りを疑う他の疾患についても、今回のような
家系を絞ったサンプルによる連鎖解析により
因子を解析することが有用と思われた。
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前肢表層筋の疲労に伴う筋電図変化

○高橋佑治・向井和隆・大村　一（総研） 松井　朗（日高）・高橋敏之（総研）

【背景と目的】
　競走馬において長距離競走では事故率の上
昇が報告されているため（第50回本発表会）、
疲労と事故には関連があると考えられてい
る。そのため、疲労を捉えることができれば、
事故予防やトレーニングメニューの改善につ
ながる可能性がある。
　昨年の本発表会において我々は、疲労に伴
い中殿筋および大腿二頭筋の積分筋電図が低
下する一方、大腿筋膜張筋および背最長筋の
積分筋電図に変化は認めないことを報告し
た。この結果は、中殿筋のように速筋が多く、
かつ高速走行時に重要な筋肉では疲労に伴い
積分筋電図が低下し、大腿筋膜張筋のように
遅筋が多く、関節を安定させるために作用す
る筋肉では疲労に伴う変化は認めないことを
示唆している。そこで本研究では、前肢の表層
に位置する筋肉においても同様の傾向が観察
されるかを検証した。

【材料と方法】
　実験には、健康なサラブレッド6頭（去勢雄
3頭、雌3頭；6-8歳、体重461-551 kg）を用い
た。筋電図の測定対象筋肉は、両側の板状筋、
上腕頭筋、棘下筋および三角筋とした。両前肢
蹄前面には歪みゲージを装着して着地の判定
基準とし、手前肢のデータからストライド頻
度を求めた。また、積分筋電図は5完歩分の平
均値を算出した。供試馬は、傾斜3%のトレッ
ドミル上において常歩（1.7 m/s、1分)、速歩
(3.5 m/s、3分)、駈歩(一定速度で5分程度走行
可能な速度を設定し、疲労困憊になるまで走
行)、速歩(3.5 m/s、3分)、常歩(1.7 m/s、10分)
の運動を行った。積分筋電図(mV・sec)および
ストライド頻度は、速歩では駈歩開始の60秒
前および終了後60秒後の時点のものを比較
した。駈歩では、手前肢および反手前肢に分け
て解析を行い、開始から30秒後の時点と、疲

労困憊より前に開始30秒後と同側手前で走
行した時点のものを比較した。統計処理には
対応のあるt検定を用い、有意水準を5%とし
た。

【結果と考察】
　駈歩開始30秒後と疲労時を比較すると、ス
トライド頻度は低下していた (図1)。また、手
前肢、反手前肢ともに、板状筋および上腕頭筋
の積分筋電図は低下していた (図2, 図3)。一
方、速歩では疲労前後でストライド頻度は変
化を認めなかったが（図4）、板状筋および上
腕頭筋では速歩においても積分筋電図が低下
していた (図5, 図6)。上腕頭筋は中殿筋や大
腿二頭筋と同様に速筋が多く、高速走行に重
要な筋肉であるため、疲労に伴い活動量が低
下し、走速度低下につながったと考えられる。
一方、遅筋が多い板状筋の活動量が疲労時の
駈歩、速歩において低下したのは、疲労に伴い
駈歩時、速歩時の頭頸部の使い方が変化した
ためではないかと考えられた。
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図1　駈歩における疲労前後のストライド頻度の
変化　*有意差あり

図4　速歩における疲労前後のストライド頻度の
変化

図2　駈歩（手前肢）における疲労前後の積分筋電
図の変化　*有意差あり

図5　速歩（左側）における疲労前後の積分筋電図
の変化　*有意差あり

図3　駈歩（反手前肢）における疲労前後の積分筋
電図の変化　*有意差あり

図6　速歩（右側）における疲労前後の積分筋電図
の変化　*有意差あり
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胎子モニタリングのための超音波検査法の検討

○村瀬晴崇・佐藤文夫・羽田哲朗（日高）・南保泰雄（帯広畜産大学）

【背景と目的】
　軽種馬生産において、受胎した繁殖牝馬の
うち約10％は出産に至らない（2015軽種馬
統計）。当研究室では過去の研究（平成22-24
年生産地疾病等調査研究）において妊娠後期
の異常を早期に検出するべく、妊娠馬ホルモ
ン検査法について取り組み一定の成果を得
た。しかし、異常の原因や胎子の状態について
は評価できず、今後より適切な治療を検討す
るためには、さらなる検査法が必要と考えて
いる。そこで本研究では、胎子の健康および発
育状態を評価する方法として胎子超音波検査
法について検討した。また、従来直腸検査では
用いられていないコンベックス型探触子を利
用し、その有用性も検証した。

【材料と方法】
　正常妊娠馬延37頭に対し、受胎確認後1-2
週間間隔で超音波検査を実施した。経直腸に
おいて直検用リニア型探触子に加えてコン
ベックス型探触子を用い（図1）、20週齢以降
には経腹壁にてコンベックス型探触子を用い
た（図2）。胎盤指標として子宮胎盤厚（CTUP）
を、胎子サイズの指標として眼窩径、頭蓋横
径、腹部横径、大動脈径を、生理状態の指標と
して心拍数を計測した。また、3つのアプロー
チ法において、各指標の検査適期（各妊娠週に
おいて検査頭数の半数以上を測定できた時
期）を調べた。

【結果】
　妊娠満期（48週）の平均値はCTUP9.2mm、
眼窩径33.4mm、頭部横径81.3mm、腹部横径
208.3mm、大動脈径23.3mm、胎子心拍数
67.8bpmであった（図3, 4, 5）。大動脈径は妊
娠日齢に比例して直線的に増加したが、眼窩
径、頭蓋横径、腹部横径は後期に増加が鈍化
し、妊娠経過に比例しなかった。大腿骨長、肋

間距離、気管径、殿部厚の計測も試みたが、安
定した計測はできなかった。
　胎子心拍数と眼窩、CTUPは妊娠期間全体を
通して観察可能であったが、その他の指標で
は測定できない時期があった。一方、経直腸に
おいてコンベックス型探触子を用いることで
頭尾長、眼窩径および心拍数の検査適期を広
げることができた（図6）。

【考察】
　本調査において、サラブレッド胎子の標準
発育における超音波検査指標の推移および検
査適期を明らかにした。また、コンベックス型
探触子はリニア型に比べて広角かつ深部を観
察できることから、経直腸でコンベックス型
探触子を用いることが胎子検査に有用である
ことが示された。サイズ評価についてはヒト
のような体重推定式がないため、なるべく多
くの指標を計測した上で、総合的に判断する
必要がある。また発育には個体差があるため、
単回検査で標準値と比較するよりも継続的な
検査において個別の成長を評価する方が意義
が大きいと思われる。
　本検査法および標準推移を参照することに
より、臨床現場において胎子の発育および健
康状態を評価することが可能となった。ハイ
リスクメアに対するモニタリング、ホルモン
検査で異常を示した際の追加検査、治療を行
う際の効果や予後判定といった目的への応用
が期待される。
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図1　コンベックス型探触子の特徴 図4　腹部横径の描出像および測定結果

図2　胎子へのアプローチ法 図5　心拍数の描出像および測定結果

図3　眼窩径の描出像および測定結果 図6　各指標の検査適期
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腕節構成骨々折発症馬の滑膜組織に対して実施したパワードプラ法の有用性

○荒木成就・小林　稔（常磐）・石川裕博（栗東）・田村周久・笠嶋快周（総研）

【背景と目的】
　腕節構成骨々折の発症後に骨片摘出術を受
けた競走馬の管理は、術後の慢性的な腕関節
炎、それに続発する軟骨治癒の遅延および変
形性関節症の発症を予防することが求められ
る。そのため、術後の関節内の炎症を適切に診
断することが重要となるが、in vivoでウマの
関節内の炎症の程度を非侵襲的に診断する手
技は確立されていない。一方ヒトでは関節内
の炎症の程度を診断するために、超音波パ
ワードプラ法（PDI: power doppler imaging）
を用いた滑膜組織内の血管描出が実施されて
いる。そこで本研究では、ヒトと同様にPDI法
でウマ腕関節内の滑膜組織の血管描出を試
み、関節内の炎症を診断可能か検討した。

【材料と方法】
　2015年～2016年に美浦および栗東トレー
ニング・センターにおいて腕節構成骨々折の
骨片摘出術を受け、術後44日以内に常磐支所
へ入所した手術馬16頭（20関節）および同施
設で療養中の腕節に疾患のない健常馬4頭を
対象とした。対象馬にはPDI法を用いた滑膜組
織内の血管観察を入所直後から1ヶ月間隔で
実施し、滑膜炎グレードとしてヒトの重症度
分類に従い4段階（グレード0：血流シグナル
なし～グレード3：複数の癒合した血流シグ
ナル）に分類した。また、手術時の記録映像か
ら関節鏡下で判断される滑膜炎のグレードを
4段階に分類した。さらに、手術馬を低炎症群

（手術時の滑膜炎グレード1～2）および高炎
症群（同グレード3～4）の2群に分け、PDI法を
用いたリハビリ期間中の滑膜炎グレードの推
移を両群間で比較した。

【結果】
　PDI法により、滑膜組織内の血管は健常馬で
は観察されなかったが、骨折馬20関節中18関

節で描出された。また、手術時の滑膜炎グレー
ドと、PDI法を用いた入所時の滑膜炎グレード
には強い相関が認められた（ｒ＝0.69，ｐ＝
0.0020）。低炎症群ではリハビリは順調に進
み時間の経過とともに滑膜炎グレードが低下
する傾向にあったが、高炎症群では同等ある
いは軽度のリハビリ運動負荷にも係わらず滑
膜炎グレードは高く維持され、一部の症例で
は臨床症状の増悪が認められた。

【考察】
　健常馬では描出されないPDI陽性像が骨折
馬の多くで観察されたことから、ウマにおい
てもPDI法を用いた滑膜組織中の微小血管の
描出が可能であることが明らかとなった。ま
た、手術時の滑膜炎グレードと入所時の滑膜
炎グレードに相関が認められ、低炎症群と高
炎症群ではリハビリ期間中の滑膜炎グレード
が異なることから、PDI法を用いた滑膜炎グ
レードの判断により、関節内炎症の強さをリ
アルタイムかつ非観血的に診断可能であるこ
とが明らかとなった。以上のことから、PDI法
の滑膜炎グレードは関節内の炎症の程度を示
す指標になり、定期的な血管観察により安全
なリハビリの遂行に有用であると考えられ
た。今後はさらに症例数を重ね、他の手術所見
や予後との関連性を調査していきたい。
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腕節構成骨々折に対する立位MRI検査の有用性

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

【背景と目的】
　2013年に栗東トレーニング・センターに立
位MRI装置が導入された。導入当初は体動の
影響を受けにくく、安定して画像が得やすい
球節部以下の検査を中心に実施し、その有用
性については本調査研究発表会において報告
してきた。一方、サラブレッド種競走馬におい
ては腕節部の異常を示す馬も多く、同部への
MRI検査の応用が求められている。今回、腕節
部疾患のうちX線検査による診断が困難で
あった症例に対してMRI検査を応用し、その
有用性について若干の知見を得たのでその概
要を報告する。

【材料と方法】
　腕節構成骨の損傷が跛行の主因と考えられ
た19症例についてMRI検査を実施した。うち
腕節構成骨々折が疑われるがX線検査におい
て診断が困難であったもの（骨折疑い例）が8
症例、X線検査において骨折を確認したが、骨
折線の詳細な走行が不明であったもの（骨折
確認例）が11症例であった。MRI装置はハル
マーク社（イギリス）製のオープンガントリー
式0.27テスラ永久磁石Hallmarq Equine 
Limbscanner®を使用した(画像：材料と方法)。

【結果】
　骨折疑い例8症例のうち4症例で明瞭な骨
折像が確認された(画像：骨折疑い例①)。また
8症例の全てにおいて骨硬化像が観察され
た。なお、骨硬化像のみであった4症例のうち
試験的関節鏡手術を実施した2症例において
は微小骨折が確認された(画像：骨折疑い例
②)。骨折確認例11症例においてはMRI検査に
よって骨折線の全体像を確認することができ
た(画像：骨折確認例①、②)。

【考察】
　MRI検査ではX線検査では診断困難な骨硬
化の病態を把握することが可能であった。骨
硬化は競走馬ではよくみられる病態であり、
跛行との関連や臨床的な意義、予後との関連
は今後の検討課題である。
　また腕節部は複数の手根骨で構成され、X
線検査では骨折線の診断が困難な場があるが
MRI検査を実施することで3次元的に骨折線
が評価でき、一部症例では術前の術式検討に
有用であった。
　以上のことから、腕節構成骨々折の症例に
対しても、MRI検査はX線検査を補完する検査
として非常に有用であると考えられた。今後
も症例を重ね、知見を蓄積していきたい。
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近位種子骨部の病態評価において立位MRI検査を応用した12症例

○金井功太・溝部文彬・岡田　淳・新崎裕太・野村基惟・栗本慎二郎・加藤智弘（栗東）

【背景】
　近位種子骨々折では、骨折パターンや骨折
線が関節面に達するか否か、また靭帯損傷を
伴うか否かによっても、予後が異なるとされ
ている。関節面の評価においては、X線検査で
は骨が重なって描出されるため、関節面を含
め評価が困難となる場合がある。また、種子骨
に付着する靭帯は数多く複雑で、超音波検査
による評価が不十分な場合も多い。このこと
から、骨折をはじめとする近位種子骨部の異
常において、これまでの検査では十分な診断
がなされていない可能性があり、骨および靭
帯に対し、総合的な病態評価が求められてい
る。
　今回我々は、近位種子骨部に異常を認めた
症例に対し、立位MRI検査を実施し、その臨床
的有用性を検討した。

【対象】
　X線検査で異常を認めた2-5歳の競走馬12
頭とした。12頭のうち、骨折を認めた症例は8
頭（Abaxial型2頭、Basilar型6頭）、種子骨底部
に欠損像を認めた症例は2頭、種子骨辺縁に
不整を認めた症例は2頭であった。　
　検査部位は右前肢6頭、左前肢5頭、右後肢1
頭であった。

【結果】
　骨折症例8頭のうち、骨折線が関節面に
至っていた症例（図1）が6頭、関節面に至って
いなかった症例（図2）が2頭であった。また、
Basilar型のうち、1頭では複骨折を認めた（図
3）。靭帯損傷を併っていた症例（図3、4）は3頭
であった。
　骨欠損像を認めた症例（図5）は、2頭とも骨
炎症像は認めず、靭帯損傷のみを認めた。
　骨辺縁の不整を認めた症例（図6）は、2頭と
も種子骨全体の一様な低信号を認め、骨硬化

像を示した。

【考察】
　今回の近位種子骨部の検査においては、任
意の断層像を得ることができ、立体的な病変
の描出が可能であるMRI検査の特徴を利用
し、X線検査で描出が不明瞭な骨折線や、関節
面での骨折線の有無を評価することが可能で
あった。また、骨折線の評価に加え、周囲靭帯
の損傷の評価ならびに骨硬化の描出も行うこ
とができ、慢性的な病変に対する評価が可能
であった。
　以上から、立位MRI検査は近位種子骨部に
異常を認める症例において、骨および靭帯に
対する総合的な病態評価が可能であり、診断
に有用であることが示唆された。

表1　MRI検査で得られた所見
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図1　骨折線が関節面に至る症例 

図2　骨折線が関節面に至らない症例

図3　複骨折と靭帯損傷を認めた症例

図4　骨折と靭帯損傷を認めた症例

図5　靭帯損傷のみを認めた症例

図6　骨硬化像を認めた症例
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馬インフルエンザ診断に対する銀増幅技術を用いた簡易診断システムの評価

○山中隆史・坂内　天・根本　学・辻村行司・近藤高志（総研）

【背景と目的】
　馬インフルエンザ(EI)は、馬インフルエンザ
ウイルス（EIV）の感染による呼吸器疾患であ
り、伝染性が高いことから早期摘発が被害の
軽減に重要である。そのためには、臨床現場に
おいて簡便かつ迅速に結果が得られる診断法
が必要となる。事実、2007～2008年における
EIの流行時には、人用簡易診断キットが活用
され、その後の清浄化に貢献した。近年、銀増
幅技術により、従来の人用簡易診断キットよ
りも高感度化が図られた簡易診断システム
が、人の季節性インフルエンザの診断に用い
られるようになった（クイックチェイサー
オート、以下QCA）。本発表は、QCAのEI診断に
おける精度について、従来の人用簡易診断
キットとの間で比較し評価したものである。

【材料と方法】
　2つのEIV株［A/equine/Malaysia/M201-1/
2 0 1 5  ( M a l a y s i a 1 5 ) お よ び
A/equine/Kildare/2010 (Kildare10)］の5倍階
段希釈列を作製し、従来の人用簡易診断キッ
ト3種（クイックチェイサー、エグザマンおよ
びエスプライン）およびQCAのそれぞれのEIV
株に対する検出限界を求めた。7頭のワクチ
ン未接種馬に対して、Malaysia15（4頭）ある
いはKildare10（3頭）をそれぞれ接種したの
ち、鼻咽頭スワブを10日間毎日採取し、発育
鶏卵によるウイルス分離、上記3種の人用簡
易診断キットおよびQCAによる検出に供し
た。また、事前にRT-PCRにより陰性であるこ
とが確認されている鼻腔スワブ550検体を用
いて、特異性を評価した。

【結果】
　Malaysia15およびKildare10 のいずれに対
しても、QCAの検出限界は3種の人用簡易診断
キットよりも5～25倍低かった。感染実験馬

から経日採取した鼻咽頭スワブをQCAで検査
した結果、1頭あたりの陽性を示した日数は
平均6.6日であり、3種の簡易診断キットおよ
びウイルス分離の1頭あたりの平均陽性日数

（4.4～5.6日）よりも有意に長かった。QCAの
特異性は100％であった。

【考察】
　以上のことから、QCAは従来の簡易診断
キットよりも高い感度でEIの診断を実施する
ことが可能であり、特異性も高いことが示さ
れた。また、QCAは結果が器械により自動的に
判定されることから、結果の客観性の点でも、
従来の簡易診断キットよりも優れていると考
えられる。

【謝辞】
　EIVを分与していただいたAgri-food & 
Veterinary Authority of SingaporeのCharlene 
Judith Fernandez博士およびIrish Equine 
CentreのAnn Cullinane博士に深謝いたしま
す。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

要旨

　この論文においては、本邦初の現役競走馬に対する低磁場立位MRI（sMRI）検査による3症例のサラブ
レッド種競走馬の斜種子骨靭帯炎の画像所見が示されている。斜種子骨靭帯炎を始めとする繋部掌側
の靭帯群の損傷は、X線検査や超音波検査といった既存の診断装置においては、確定診断が困難な場合
がある。sMRI装置は優れた軟部組織コントラストを有し、これら靭帯群の異常を客観的に評価できる。
筆者らはsMRI装置を用い、この論文に示された症例と合わせて計10症例の斜種子骨靭帯炎の診断を実
施してきた。これらの中には、検査後約4ヶ月と比較的早期に競走復帰を果たした症例や、経時的な
sMRI検査によって靭帯の治癒過程が確認できた症例が含まれる。今後も、現役競走馬の繋部掌側の靭帯
群の評価にsMRI検査を活用し、損傷程度と予後との関連性や超音波検査画像との比較について、検証を
続けていきたい。
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斜種子骨靭帯炎の診断に低磁場立位MRI装置を
応用したサラブレッド種競走馬の3症例

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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Fig. 1　症例1の左前繋部X線検査所見

はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

第1指骨中位掌内側面に骨増生を認める（矢頭）。

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

Fig. 2　症例1の左前繋部超音波検査所見
（A）屈腱腱鞘液の著明な増量（矢印）とフィブリン様浮遊物（矢
頭）を認める。（B）エコー輝度の低下した内側斜種子骨靭帯。

Fig. 3　健常馬の右前繋部sMRI検査所見
（A）T1強調、（B）T2強調および（C）脂肪抑制画像において、内外
の斜種子骨靭帯が左右対称に描出されている点に注目。

Fig. 5　症例2の右前繋部超音波検査所見
肥大した内側斜種子骨靭帯に注目。

Fig. 6　症例2の右前繋部sMRI検査所見
（A）T1強調、（B）T2強調および（C）脂肪抑制画像において、内側
（矢印）および外側（矢頭）の斜種子骨靭帯の信号強度の上昇と、
内側斜種子骨靭帯の肥大を認める（矢印）。白矢頭は拡張した屈
腱腱鞘を示す。

Fig. 4　症例1の左前繋部sMRI検査所見
（A）T1強調、（B）T2強調および（C）脂肪抑制画像において、内側
斜種子骨靭帯の肥大と信号強度の上昇を認める（矢印）。矢頭は
拡張した屈腱腱鞘を示す。

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

Fig. 7　症例3の左前繋部sMRI検査所見
（A）T1強調および（B）T2強調画像において、内側斜種子骨靭帯
の信号強度の上昇を認める（矢印）。矢頭は拡張した屈腱腱鞘を
示す。

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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よう維持しながら、遠位までの連続画像を描出す
ることはしばしば困難であり、とりわけ遠位部に
おいては、客観的な画像が得られない場合がある
[16]。さらに、超音波検査によるDSLsの評価には、
一定の習熟を要する[6, 19]。
　馬のMRI検査は1997年に開始され、これまでに
骨や軟部組織の詳細な評価に応用されている [2, 
5, 8, 10, 14, 24]。Sampsonらは、1.0テスラの高磁
場MRI装置を用い、27症例のDSLs損傷馬を検査し
てきた[20]。高磁場MRI装置においては、全身麻酔
下で高解像度かつ高画質のMRI画像が描出される
ため、靭帯損傷の診断における超音波検査に対す
る優位性が報告されている[20, 21]。低磁場立位
MRI（sMRI）装置においては、鎮静下で検査可能で
あることから、検査費用が安く、さらに検査に伴う
事故の危険性が少ない。馬のsMRI検査は、2005年
に初めて報告されたが[9]、DSLs損傷を認めた競走
馬のsMRI画像については、依然として情報が限ら
れている。本研究の目的は、sMRI検査を用いて
ODSLの損傷を評価した3症例のサラブレッド種競
走馬の画像ならびに臨床所見を示すことである。 

材料と方法
対象：2014年に栗東トレーニング・センター競走
馬診療所において、跛行診断のためsMRI検査を実
施し、ODSLの損傷が認められた全ての症例とし
た。

X線検査および超音波検査：X線検査には、富士
フィルム製FCR Speedia CSを使用し、外内像、背掌
側像、背外側掌内側45度斜位像および背内側掌外
側45度斜位像を撮影した。超音波検査には、日立
製HI VISION Aviusを使用し、14-6メガヘルツのリ
ニア型プローブにより繋部掌側面を評価した。

sMRI検査：sMRI検査には、ハルマーク製Equine 
Limb Scanner（0.27テスラ）を使用した。撮影条件
は次のとおりとした。 T1強調グラディエントエ
コ ー（ G R E ）画 像  [ e c h o  t o m e  ( T E ) :  8  
msec/repetition time (TR): 50 msec, flip angle 
55°) 、T2強調ファーストスピンエコー（FSE）画
像 (TE: 88 msec/TR: 1681 msec) および脂肪抑制

（STIR）FSE画像 [TE: 22 msec/TR: 2460 msec, 
inversion time (TI) = 110 msec] 。撮影断面は、前
頭断面、横断面および矢状断面とした。画像の読影
は複数の獣医師により行った。また、検査は鎮静下
にて実施し、鎮静薬としてメデトミジン（ 5 μ
g/kg） を使用した。さらに、検査中の馬の鎮静状態
に応じ、メデトミジン（0.2 μg/kg）を複数回追加
静脈内投与した。

結果
症例1
　5歳雌の競走馬。芝での平地競走に出走後、左前
肢に跛行を認めた。患部のアイシングおよび馬房
内休養に加え、ジクロフェナクナトリウム（1 
mg/kg）を3日間経口投与されたが、繋部の腫脹と
疼痛が続き、第4病日に診療所に来所した。X線検
査においては、第1指骨中位掌内側面に骨増生が
認められた（Fig. 1）。超音波検査においては、屈腱

腱鞘（DFTS）液の著明な増量とフィブリン様浮遊
物が認められた（Fig. 2）。また、内側ODSLにエコー
輝度の低下が認められた。そこで、精査のため第6
病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査において
は、T1強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像に
おいて、繋部掌側面の近位から中位にかけて内側
ODSLの肥大と靭帯実質の信号強度の上昇が認め
られた（Fig. 4）。また、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、 T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。sMRI検
査の結果を受け、放牧休養が選択されたが、最終的
には競走復帰することなく引退となった。

症例2
　3歳雌の競走馬。調教後に右前肢に跛行を認め
た。デキサメサゾン（40 μg/kg）の静脈内投与によ
る治療と馬房内休養、その後3日間の軽調教によ
り、繋部の腫脹は一旦良化した。しかし、第5病日

に再度跛行したため、精査のため診療所に来所し
た。超音波検査においては、DFTSの拡張と内側
ODSLの肥大が認められた（Fig. 5）。他のDSLsや浅
指屈腱には異常は認められなかった。その後、跛行
は日ごとに良化したが、繋部の腫脹は残存した。さ
らに、繋部掌内側の明瞭な触診痛が続いたことか
ら、第6病日にsMRI検査を実施した。sMRI検査に
おいては、内側ODSL実質の信号強度の上昇が、T1
強調GRE、T2強調FSEおよびSTIR FSE画像において
認められた（Fig. 6）。さらに、T1強調GREおよびT2
強調FSE画像において、外側ODSL実質の信号強度
の上昇が認められた。また、DFTSの拡張は、T1強調
GRE画像においては低信号に、T2強調FSEおよび
STIR FSE画像においては高信号に描出された。検
査結果に基づき、4か月の休養・運動制限が指示さ
れた。その後、徐々に調教強度を増し、発症から約
5ヶ月後に競走復帰した。

症例3
　6歳雄の競走馬。左前肢の慢性的な指動脈拍動

の強勢と繋部掌側の腫脹を主訴に診療所に来所し
た。症例3においては、跛行は認められないもの
の、調教強度が増加すると指動脈拍動の強勢が一
層顕著となるという症状が認められていた。X線
検査および超音波検査において、この臨床症状に
関連すると考えられる所見は得られなかった。
sMRI検査においては、T1強調GREおよびT2強調
FSE画像において、内側ODSL実質の信号強度の上
昇が認められた（Fig. 7）。検査結果に基づき、3か月
の休養・運動制限が指示された。 その後、徐々に調
教強度を増し、発症から約4ヶ月後に競走復帰し
た。 なお、復帰2走目には見事優勝した。

考察
　DSLs損傷の要因については、これまで様々な報
告がある[6, 16, 21]。これらの報告によると、
ODSLはSDSLと比べて損傷し易いが、ODSLとSDSL
の損傷が同時にみられる場合もあるという。本研
究においては、全ての症例で内側のODSLが主な損
傷箇所であった。多くの場合、ODSLの損傷は内外
いずれかに起こるが、これにはコンフォメーショ
ンや肢勢の非対称性、ミスステップあるいは蹄形
の異常が関連していると考えられている[1]。軽度
のDSLs損傷であれば、大抵の場合、跛行は一過性
である。一方、損傷が重度であれば、長期間の跛行
を呈することもある[6]。さらに、調教の再開に伴
い、一旦は良化した跛行が再び認められることも
ある。本研究においては、症例1および2は跛行を
呈していた。症例1の跛行は急性であり、一週間以
内に曳運動可能な程度まで良化した。一方、症例2
の跛行は休養および治療によって一時的に改善し
たものの、3日間の軽調教後に再発した。これら

は、これまでに報告されているODSL損傷症例の跛
行の程度と概ね一致していた。
　本研究においては、全ての症例でX線検査が行
われた。跛行症例に対するX線検査は、第一に骨折
の除外診断において重要であり、さらに骨増生や
骨吸収などの変化を評価する上でも有用と考えら
れている。症例1のX線検査においては、ODSLの終
始部と考えられる第1指骨中位掌内側面に骨増生
が認められた。Dysonは、ODSLの終始部における
骨増生について、比較的一般的な所見であると報
告しており、必ずしも臨床的に意義のある所見で
はないと提唱している[6]。一方、症例1で認められ
た骨増生が、ODSL終始部における慢性的な骨負荷
に対する生体の反応である可能性もある。すなわ
ち、症例1の内側ODSLは、臨床症状を認める以前か
ら、継続的に負荷を受けていた可能性も考えられ
る。症例3においては、慢性炎症を示唆する指動脈
拍動の強勢が続いていたが、骨増生などのX線検
査上の異常所見は認められなかった。以上を総合
すると、ODSL損傷の診断においては、X線検査で
は不十分であると考えられる。
　症例1および2の超音波検査においては、DFTSの
著明な拡張が認められた。一般に、浅屈腱は超音波
検査において明瞭に描出可能であり、本研究にお
いて異常が認められた症例は無かった。DSLsにつ
いては、周囲の軟部組織からのシャドーによって
客観的な画像が得られない場合がある。これは、超
音波プローブを繋部掌側に対して一定の角度とな
るよう維持しながら遠位まで操作することが、し
ばしば困難であるためである。特に、超音波検査に
よる遠位部の評価においては、客観性を欠く場合
があることを、Dysonは報告している[6]。本研究に
おいては、症例1の内側ODSL実質にエコー輝度の
変化が認められ、症例2の内側ODSLがやや肥大し
て描出されたが、sMRI検査により、それぞれ内側
ODSL全域の損傷および内外ODSLの損傷と確定診
断できた。DSLの損傷程度をエコー輝度の違いに
よって分類した報告もあるように[6]、ODSLの重
度かつ近位部の損傷については、超音波検査によ
り評価可能であると考えられた。一方、sMRI検査
においては、客観性に優れた画像を描出可能であ
ると示唆された。 

　本研究においては、撮影条件としてT1強調GRE、
T2強調FSEおよびSTIR FSEを採用した。MRIの画質
は、解像度および信号雑音比（SNR）に影響される
が、これらは磁場強度、励起回数、スライス厚およ
び有効視野（FOV）に応じて変わる[13]。T1強調
GRE条件においては、SNRが高く比較的解像度の
高い画像を得られることから、解剖学的構造の描
出に優れる。本研究において、T1強調GRE条件は、
ODSLなど左右対称に存在する組織の評価に有用
であった。スピンエコー条件と比較したGRE条件
の優位性として、同等のSNRを有する画像を得る
ために必要な撮影時間が短い点が挙げられる。鎮
静下で検査を行うsMRI装置においては、撮影時間
が長くなればなるほど、体動の影響による画像の
歪み（モーションアーティファクト）が発生し易く
なる。一方、T2強調FSEおよびSTIR FSE条件は、い
ずれも組織コントラスト分解能に優れる。本研究
においては、軟部組織および骨周囲の液体成分の
描出や病的変化の検出において、これらの撮影条
件は有用であった。また、損傷したODSLについて
は、全ての撮影条件において信号強度の上昇を認
めた。通常、ODSLは低～中等度の信号強度を有す
ることから（Fig. 3）、ODSLの信号強度の上昇は、細
胞外マトリックスの変化や靭帯実質の液体含有量
の変化を示唆している。本研究において認められ
た信号変化は、Smithの報告と合致していた[23]。
靭帯損傷の際には、靭帯実質の肥大や形態変化を
伴うが、本研究においては、コントラスト分解能に
優れるFSE条件を活用することにより、肥大した
靭帯と周囲組織との境界を明瞭に描出することが
可能であった。重要なことは、低磁場に分類される
sMRI装置においても、これら組織間の信号強度の
差を検出できたという点である。一般に、FSE条件
においては、GRE条件と比べて撮影時間は長くな
る。sMRIにおいては、モーションアーティファク
トを避けるため、解像度についてある程度の妥協
が必要となる。原則として、FOVを小さくすれば、
より高解像度の画像が得られる。しかしながら、本
研究においては、繋部全体を描出しようとした場
合、FOVを標準値以下に設定することは不可能で
あった。
　一般に、ODSLはマジックアングル（MAE）の影響

から、その信号強度が変化してしまう可能性があ
ると報告されている[13, 22]。特に、内側ODSLの近
位部はMAEの影響を受け易い。この理由として、
ODSLの近位1/3の線維構造が多様であること、さ
らに外側と比べて内側ODSLが斜方向に走行して
いることなどが考えられている[3, 22]。MAEにつ
いては、T1強調条件など短いTEの撮影条件におい
て顕著に認められ、T2強調画像など長いTEが特徴
の撮影条件においては、その影響を受けにくいこ
とが示唆されている[13]。本研究においては、撮影
した全ての症例でT2強調FSE条件における内側
ODSLの信号強度の上昇を認めたことから、靭帯損
傷に伴う信号変化が確かに存在していると判断し
た。 
　本研究においては、DFTSの拡張は、T1強調GRE
画像においては低信号に、T2強調FSEおよびSTIR 
FSE画像においては高信号に描出された。DFTS内
の液体成分の増量は、T2強調FSEおよびSTIR FSE
条件のいずれにおいても、検出可能であった。一般
に、脂肪からの信号が抑制されるSTIR FSE条件に
おいては、T2強調FSE条件と比較し、海綿骨など脂
肪に富んだ組織内に存在する液体成分の描出を得
意とする[13]。本研究においては、全ての症例で
DFTSの拡張が認められた。このようなDFTSの拡
張は、DSLsの急性損傷においてしばしば認められ
る繋部掌側の腫脹に一致した変化であると考えら
れている[1]。
　本研究においては、休養期間およびMRI所見か
ら、DSLsの損傷程度が比較的重度であったと考え
られた。過去の報告においては、DSLs損傷に伴っ
ておよそ6ヶ月間の休養が必要であったとされて
いる[20]。DSLs損傷に対する治療として、ショック
ウェーブ、靭帯細断術、DFTS内へのコルチコステ
ロイドやヒアルロン酸の注入、PRPや幹細胞など
の再生療法が知られている[11, 20]。本研究におい
ては、調教師に対する聞き取り調査の結果、これら
の治療を受けた馬はいなかったが、一定期間の馬
房内休養と調教強度の制限により、2症例が競走
復帰に至った。
　結論として、サラブレッド種競走馬において、繋
部掌側に腫脹を認めた場合、ODSLの損傷は考えら
れるべき疾病の一つであり、sMRIはこの鑑別診断

において有用な診断装置であると考えられた。ま
た、sMRI装置においても、MAEを始めとする種々
のアーティファクトの影響を除外し、周囲組織を
適切に評価することが可能であった。今後はさら
に症例を蓄積し、MRI検査において示唆される損
傷程度と競走復帰までの期間との関連性につい
て、検証を続けていきたい。
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はじめに
　最大運動時の中手指節間または中足趾節間関節

（球節）の過伸展は、競走馬にみられる筋骨格系疾
患の発症要因の一つとして考えられている[1]。こ
のような場合、球節を構成する第3中手（足）骨、第
1指（趾）骨および周辺の腱・靭帯群などに損傷を
認める場合が多い。直、斜、十字および短種子骨靭
帯は、繋部掌側の支持組織として球節の過伸展を
防止している[7]。これら種子骨靭帯群（DSLs）は、
近位種子骨と第1および第2指（趾）骨を繋いでい
る。DSLsは近位種子骨の底部および種子骨間靭帯
に起始し、十字および短種子骨靭帯は第1指（趾）
骨に終始する。斜種子骨靭帯（ODSL）は、第1指（趾）
骨掌側の遠位1/3まで内外の靭帯がV字状に走行
する[3]。ODSLは球節の変位や反軸側方向への動

揺を防止する上で、特に重要と考えられている。直
種子骨靭帯（SDSL）は、第2指（趾）骨の近位掌側面
に終始し、球節および近位指節間関節の維持に関
わる[3, 4]。
　DSLを始めとする球節の支持組織の損傷は、跛
行の原因となる[6, 7, 16, 18]。DSLsは浅屈腱およ
び深屈腱のさらに深部に位置するため、各靭帯を
触診によって区別することは容易ではない。さら
に、DSLsの損傷時には、繋部全体に明瞭な腫脹を
伴うことが多く、触診による鑑別は一層困難とな
る。X線検査は骨疾患を除外するために有用とな
るが[12]、確定診断には超音波検査やMRI検査が
必要である。通常、DSLsの評価は超音波検査に
よって実施される[15, 17]。しかしながら、超音波
プローブを繋部掌側面に対して一定の角度となる

はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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要約

　アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身麻酔の評価および呼吸循環機能に及
ぼす影響について、サラブレッド6頭を用いて検討した。メデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25
μg/kg、ミダゾラム50μg/kgの前投与後にアルファキサロン1.0mg/kgを投与し、麻酔導入を行った。維
持麻酔はアルファキサロン2.0mg/kg/h、 メデトミジン5.0μg/kg/h、ブトルファノール30μg/kg/hに
よって行った。十分な麻酔深度の確認は歯肉部への電気刺激により行った。全てのサラブレッドにおい
て、アルファキサロン投与後1分以内に倒馬することが可能であった。導入スコアーは５頭でG５（５段
階、５が最良）であり、１頭でG４であった。60分間の維持麻酔中の平均心拍数は35.8 ± 2.6 回/分、平均
呼吸数は4.7 ± 0.6回/分、平均動脈血圧は 129 ± 3 mmHgであった。電気刺激により体動が認められ
たサラブレッドは、一頭もいなかった。しかし、２頭において一時的な無呼吸を観察した。覚醒のスコ
アーは２頭でG５（５段階、G５が最良）、４頭でG３であった。これらのことから、今回使用した投与量の
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールではサラブレッドに対して十分な深度の麻酔を６
０分間維持する事が可能であった。しかし、２頭においては一時的な無呼吸を認めたため、デマンドバ
ルブなどの何らかの呼吸補助装置を準備しておく必要があると考えられた。
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アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールによる
サラブレッドの全身麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響
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はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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はじめに
　アルファキサロンは、神経ステロイド系注射麻
酔薬であり、γ-アミノ酪酸サブタイプ A（GABAA）
受容体に作用することで麻酔効果を発現するとさ
れている9,10,12,13）。ウマにおけるアルファキサロン
の報告はそれほど多くないが、いくつかの前投与
薬との組み合わせで導入薬として、また、いくつか
の麻酔薬との組み合わせにより維持薬として使用
されている1-5）。Keatesらは、５頭のスタンダードブ
レッドおよび１頭のサラブレッドに対して、前投
与薬としてキシラジンおよびグアイフェネシンの
投与後、麻酔導入薬として、ケタミンとアルファキ

サロンを比較している4）。Goodwinらは一頭のサラ
系馬および10頭のオーストラリアンストック
ホースに対して、メデトミジンとの同時投与に
よってアルファキサロンが去勢術の際の維持麻酔
薬として有効であることを報告している1 ）。
Klöppelらもポニーの去勢術の際に、導入薬および
維持薬としてケタミンとアルファキサロンを比較
している5）。このように、サラブレッドに対するア
ルファキサロンの報告はあまりなく、また、去勢以
外の外科侵襲の報告もなされていない。
　本研究においては、サラブレッドにおけるアル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールに

よる麻酔導入および全静脈麻酔の評価、呼吸循環
機能に及ぼす影響を検討した。また、全静脈麻酔後
の覚醒の質、および麻酔終了後60分間の呼吸循環
機能の変化の特徴を明らかとするためにアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの血中
濃度を測定した。

材料および方法
　実験方法については、日本中央競馬会競走馬総
合研究所における実験動物委員会の承認を得て行
われた。健康なサラブレッド6頭（雄１頭・去勢雄
１頭・雌４頭、年齢5.0 ± 0.9歳、体重489 ± 
44kg）を麻酔およそ12時間前より絶食させて使用
した。あらかじめ両頸静脈に２本の14Gテフロン
カテーテルを局所麻酔後に留置した。前処置とし
てメデトミジン7.0μg/kg、ブトルファノール25μ
g/kg、ミダゾラム50μg/kgを投与した後、アル
ファキサロン1.0mg/kgにて導入した。倒馬後は左
側横臥とし、気管内チューブを挿管後、アルファキ
サロン2.0mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブ
トルファノール30μg/kg/hの速度で60分間、左頸
静脈のカテーテルより持続点滴投与した。アル
ファキサロンは製剤注射薬を直接、メデトミジン
およびブトルファノールは500 mLの生理食塩水
に加えて投与した。麻酔中、調節呼吸は行わず自発
呼吸とした。全身麻酔中、20Gのテフロンカテーテ
ルを顔面横動脈に留置し、観血的に血圧を観察し、
動脈血サンプルの採材を行った。心電図はAB誘導
により導出した。
　維持麻酔中の電気刺激は電気刺激装置を使用し
て、50 V、5 Hz、10 ms、60秒間の刺激を歯肉部へ
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行い、
体動の有無を観察した。歯肉部への電気刺激の直
前に心拍数・呼吸数・動脈血圧（最高・平均・最低）は
麻酔開始10分後より10分毎に60分後まで行っ
た。同時に顔面横動脈に留置したカテーテルから
動脈血を採材し、血液ガス分析装置により動脈血
酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・酸素飽和度を測
定した。ヘマトクリット値はヘマトクリット法に
より測定した。同じタイミングで右頸静脈より静
脈血を採材し、分離した血漿はアルファキサロン、
メデトミジン、ブトルファノールの血中濃度測定

に使用した。また、さらに麻酔導入と覚醒の質につ
いて、Mamaらの方法（G5：excellent ～G1：poor）に
より評価した6, 7）。麻酔からの回復時間はアルファ
キサロン、メデトミジン、ブトルファノールの維持
麻酔薬の投与中止から馬が起立するまでの時間と
した。
　血漿中のアルファキサロン濃度は11ヒドロオ
キシプロジェステロンを内標としたメチルtert-ブ
チルエーテルによる液液抽出により抽出した。ブ
トルファノールおよびメデトミジンは4’-(イミダ
ゾール-1-イル)アセトフェノンを内標として固相
抽出カートリッジを用いて抽出した。抽出物は液
体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計を用い
て分析した。

結果
　全てのウマはアルファキサロン投与後1分以内
にスムーズに倒馬することが可能であった。麻酔
導入の質は、G5が5頭、G4が1頭であり、人馬の安
全に問題はなかった。また、全ての馬において、電
気刺激による体動は誘起されず、心拍数、呼吸数、
血圧の上昇も認められなかった。眼瞼反射と間欠
的な眼球振盪は電気刺激の有無にかかわらず全身
麻酔中に認められた。60分間の麻酔中の平均心拍
数、呼吸数、動脈血酸素分圧、動脈血二酸化炭素分
圧、酸素飽和度、ヘマトクリット値はそれぞれ、
35.8 ± 2.6 回/分、 4.7 ± 0.6回/分、50.8 ± 3.7 
mmHg、47.1 ± 2.4 mmHg、84.3 ± 5.8％、36.7 
± 1.1％であった。収縮期、平均、拡張期の血圧は
それぞれ169 ± 2 mmHg、129 ± 3 mmHg、107 
± 2 mmHgであった。アルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの血中濃度は大きな変
化は認めず、一定の値で推移し、血中での蓄積は認
められなかった。全身麻酔中の個別のウマの呼吸
数は、２頭で１～３分間の無呼吸状態が観察され
た。他の４頭については最低毎分２回の呼吸数を
維持していた。覚醒の質は、G5が2頭、G3が4頭で
あり、過度に興奮したウマや暴れたウマはいな
かった。麻酔からの回復時間は68.5 ± 21.5分で
あった。

考察

本研究では、サラブレッドにおけるアルファキサ
ロン、メデトミジン、ブトルファノールによる全身
麻酔の評価および呼吸循環機能に及ぼす影響を検
討した。全てのサラブレッドで、アルファキサロン
投与後1分以内にスムーズに導入することが可能
であった。導入の質は、G5（５段階、５が最良）が5
頭、G4が1頭であり、人馬の安全に問題はなかっ
た。60分間の維持麻酔中の平均血圧は高めのトレ
ンドを示したが、高血圧は認められず、心拍数およ
び血圧は安定して推移した。電気刺激により体動
を認めたサラブレッドは一頭もいなかった。アル
ファキサロン、メデトミジン、ブトルファノールの
血中濃度は今回使用した投与速度により60分間、
安定的に推移した。しかし、２頭において一時的な
無呼吸を観察した。覚醒時のスコアーは２頭でG
５（５段階、５が最良）、４頭でG３であった。これ
らのことから、今回使用した投与量、アルファキサ
ロン2.0 mg/kg/h、メデトミジン5.0μg/kg/h、ブト
ルファノール30μg/kg/hの持続投与により電気刺
激に反応しない、十分な麻酔深度を60分間、全身
麻酔を維持することが可能であった。しかし、２頭
においては一時的な無呼吸を認めたため、デマン
ドバルブなどによる人工呼吸の準備が必要である
と考えられた。
　麻酔導入に関しては全てのウマがアルファキサ
ロン投与後１分以内に倒馬可能であり、G5が5頭
と非常にスムーズであった。1頭は、スムーズに倒
馬したものの、横臥後に前肢の若干の動きが認め
られたためにG4と判断された。麻酔維持中は、全
てのウマにおいて電気刺激による反応は認められ
ず、十分な麻酔深度を60分間、維持することが可
能であった。麻酔終了から起立までの回復時間は
68.5 ± 21.5分でありレンジは47-102分であっ
た。回復時間は過去の子馬やポニー、オーストラリ
アンストックホースなどと比較すると長かった1, 2, 

5）。回復時間は長かったものの、２頭は１回の試み
により（Ｇ５）、３頭はわずかな運動失調のみ（Ｇ
３）で起立することが可能であった。横臥時間が長
かったにもかかわらず、著しい運動失調や筋の異
常が認められなかったのは、維持麻酔中の血圧が
比較的高く推移したことが影響しているのではな
いかと推察された。

　本研究における平均動脈圧はアルファキサロン
2.0 mg/kg/hとメデトミジン5.0μg/kg/hで全身麻
酔されたオーストラリアンストックホースの報告
よりも約20 mmHg高い値であった１）。オーストラ
リアンストックホースの報告ではウマの体重は
309 ± 42.6 kgであり、本研究の供試馬よりも４
０％軽かった。このことが、薬物代謝に影響を与え
た可能性がある。また、本研究では前処置にブトル
ファノールを使用しているが、これが麻酔中の血
圧上昇の要因と考えることは難しい。電気刺激に
おいても、その前後に血圧は全く変化しなかった
ことから、電気刺激により血圧が上昇した可能性
は低いと考えられた。ウマにおいてチレタミン、ケ
タミン、デトミジンの混合投与により血圧が上昇
したことが報告されている８）。この結果は中枢神
経刺激によるものと考えられており、本研究の血
圧上昇とは異なるメカニズムであると考えられ
る。一方、α2アドレナリン受容体作動薬であるメ
デトミジンは全身血管抵抗を増加させることが知
られている。健康なビーグル犬に対してメデトミ
ジンを投与した実験では血圧が上昇したことが報
告されている11）。このことから、本研究において
も、メデトミジンが血圧上昇させた可能性がある。
しかし、この問題についてはさらなる研究が必要
であると考えられる。
　本研究では、維持麻酔中に著しい呼吸抑制が認
められた。 呼吸数はオーストラリアンストック
ホースのそれよりも低い値であった１）。この呼吸
抑制は動脈血の酸素分圧の低下および二酸化炭素
分圧の上昇をもたらした。２頭のウマでは1～3分
間の無呼吸期間が10分間以上異なるタイミング
で観察された。この無呼吸は維持麻酔期間の特定
の時間帯に観察されるわけではなかった。他の４
頭の維持麻酔中の呼吸数は毎分２回以上を維持し
ていた。維持麻酔中に無呼吸が観察された２頭の
ウマの投与速度は自発呼吸を維持するには速い速
度であった可能性がある。60分間の維持麻酔中、
アルファキサロン、メデトミジン、ブトルファノー
ルの血中濃度は一定の値を維持し、その薬物も血
中に蓄積することはなかった。しかしながら、無呼
吸を観察されるようなウマについては、デマンド
バルブなどによる人工呼吸が必要であると考えら

れた。
　本研究に先立つ予備試験において、メデトミジ
ン5.0 μg/kgおよびブトルファノール25 μg/kgに
よる前処置後、アルファキサロン1.0 mg/kgによ
る導入、その後、アルファキサロン2.0 mg/kg/h 、
メデトミジン3.0 μg/kg/h、ブトルファノール30 
μg/kg/h の３薬混合投与による維持麻酔では、安
全な麻酔導入、電気刺激に反応しないだけの十分
な維持麻酔深度を得ることが難しかった。そのた
め、本研究ではミタゾラムを前投与薬として追加
し、メデトミジンに関しては麻酔の導入および維
持のいずれにおいても投与量を増加させた。この
ため、麻酔中の呼吸抑制と回復時間の延長が認め
られたものと考えられる。
　試験的に、本研究と基本的に同じ麻酔方法によ
り２頭の去勢術を行った。１頭については全く同
じ麻酔方法。もう一頭については、前投与薬は同用
量、維持麻酔はメデトミジンとブトルファノール
は同速度、アルファキサロンは4分の3の1.5  
mg/kg/hの投与速度によって行った。いずれも、十
分な麻酔深度で去勢術を行うことができた。維持
麻酔時のアルファキサロンの投与速度が本研究と
同じ1頭目の回復時間は80分であり、4分の3の投
与速度の2頭目は46分であった。このことから、維
持麻酔中のアルファキサロンの投与速度は術式や
疼痛の程度に合わせて調節する必要があると考え
られた。 
　ケタミン、グアイフェネシン、キシラジンを用い
たトリプルドリップ法は、ウマの全静脈麻酔法と
して広く臨床の現場で使用されている。本邦では
ケタミンが麻薬及び向精神薬取締法における麻薬
に指定された。本研究のアルファキサロン、メデト
ミジン、ブトルファノールの組み合わせは、これに
替わるものとして、検討に値するものであると考
えられた。
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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16回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
２．日本競馬会時代のダービー馬の蹄鉄
日本競馬会の設立と競走蹄鉄
　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部が統合さ
れ、日本競馬会が誕生しました。日本競馬会の設立
は、各競馬倶楽部の競馬施行規程を統一し、競馬の
統制改善を図ることが目的のひとつでした。その
ため新施行規程は、公正確保に重点を置いた厳格
なルールが設けられ、厳しい制裁が加えられるよ
うになりました。
　そしてこの時はじめて、「鉄臍又は突縁其の他他
馬に危険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄
鉄は之を使用することを得ず」という蹄鉄を規制
する条文が設けられ、歯鉄や鉄臍蹄鉄など突起物
のある蹄鉄の使用が禁止されました1 )(写真1)。

　新規程による競馬が始まると、歯鉄禁止が原因
と思われる落馬事故が多発しました。そのため騎
手たちは、「降雨又は馬場不良の場合に限り、鉄臍
又は鉄縁あるものの使用を許されたし」と使用緩
和を訴えました。これに対し競馬会は、既に定めら
れた禁止事項として、歯鉄や鉄臍の使用を認めま
せんでした。しかし打開策として、スパイク効果の
高い競走蹄鉄(鉄及び軽金属製)を示し、馬場状態
や競走の種類に関係なく、同一規格の競走蹄鉄を
装着し、同一条件で競馬をするように騎手たちを
指導しました。そして公正確保の観点から、歯鉄禁
止とともに、蹄鉄の規格に規制を加えたと考えら
れます。これらのことはその後国営競馬に受け継
がれ、「競走馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和
23年農林省畜産局からの通知)によって明文化さ
れました2 -5 )(写真2 , 3)。

※1　蹄鉄の厚さ、幅、重さの数値は、優駿第2巻第
7号.常識辞典、「競走馬の蹄鉄について」に記載さ
れているものを示した4 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

第8回優勝馬　クモハタ号（写真4）

　昭和14年は、前年の優駿牝馬(オークス)、菊花賞
に続き、桜花賞と皐月賞が新設され、四歳の五大ク
ラシックレースが整って、ダービーの意義が一段
と高まった年になりました。当日の天候は小雨。前
人気の高かった第1回皐月賞馬ロックパークが取
消しになる中、実力が拮抗した20頭でスタートが
切られました。そして混沌としたレース展開の中、
ゴール前の激しい争いを抜け出したのはクモハ
タ。2着に1馬身差をつけてゴールインしました6, 

7 )。
　クモハタは国産の競走ニウム蹄鉄を使用してい
ました(写真5)。馬場状態は重の発表でしたが、折
からの雨で悪化していきました。本来であれば歯
鉄を使いたいところですが、今は禁止されていま
す。「今度は雨が降ったって足駄(あしだ)※２ははか
せられないし8 )」と、騎手たちも嘆いています。出走

馬20頭は、競馬会が指定した鉄かアルミの競走蹄
鉄を装着し、出走したと考えられます。

※２ 足駄：雨天に用いる高い２枚の歯がついた下
駄。たかげた。

第9回優勝馬　イエリュウ号（写真6）

　日中戦争は泥沼化し、抑圧された銃後の生活の
中、競馬は国民の娯楽として人気を博し、空前の競
馬ブームを迎えました。昭和15年の日本ダービー
は快晴、絶好の競馬日和に恵まれて、東京競馬場に
は5万6千人を超える人が集まり、入場記録を更新
しました。出走馬は過去最高の24頭、実力伯仲の
波瀾ムードの中スタートが切られました。そして
直線坂上でイエリュウ、ミナミ、ブーム3頭の大接
戦となり、並ぶようにゴールインし、イエリュウが
ダービー史上初の鼻差で勝利しました9 ,10 )。
　イエリュウも国産の競走ニウム蹄鉄を使用して
いました(写真7)。日中戦争が始まると輸入は途絶
し、外国製の蹄鉄や蹄釘は入手困難になりました。
特に蹄釘は外国製品が国内需要の大半を占めてい
たため、装蹄に深刻な影響を与えました(写真8)。
また鉄鋼の配給制度が始まると、蹄鉄材料が不足
するようになりました。しかし競馬は、陸軍の「競
馬は国策」という強い支持に守られて、競馬に必要
なものは優先的に配給を受けることが出来まし
た。アルミ合金のジュラルミンを使うことが出来
たのは、戦闘機と競走馬の蹄鉄だけだったのかも
知れません11, 12 )。

第12回優勝馬　クリフジ号（写真9）

　昭和18年戦時下の日本ダービーは、戦況の悪化

から厩舎関係者の多くが召集され開催も危ぶまれ
ていましたが、競馬人気は衰えず、過去最高の25
頭が出走する賑やかさの中で行われました。そし
て1番人気のクリフジが人気に応え、2着に6馬身
差をつけるレコードで快勝しました。牝馬のダー
ビー制覇はヒサトモ以来2頭目で、その後クリフジ
は、優駿牝馬(オークス)、菊花賞も制し、昭和19年
の能力検定競走にも出走して３勝しました。そし
て不世出の女傑馬クリフジは、11戦全勝で現役生
活を終え、故郷の御料牧場へ繁殖牝馬として帰り
ました。牧場には、生産者賞（金壱千円）の賞状が残
されています13, 14 )（写真10）。

能力検定競走と競走馬の除鉄
　昭和18年3月、日本競馬会は戦争協力のひとつ
として、競走馬の蹄鉄材料を節約する「除鉄試験」
を、東京帝国大学松葉重雄博士に委嘱しました。そ
して馬事公苑と東京競馬場で、鉄材を節約した3種
類の蹄鉄(半月状、二分割、三分割)の装着試験と、
除鉄して跣蹄(せんてい：はだしの蹄)の状態を観
察する除鉄試験を実施しました。その結果、「前肢
は三分割蹄鉄を装着し、後肢は跣蹄で競走に耐え

ることが出来る」という結論を得て、競馬会に報告
しました15, 16)(写真11)。

　これを受けた競馬会は、昭和19年春季競馬から
三分割蹄鉄を競走蹄鉄として承認し、後肢を跣蹄
にすることを理事会で決定しました。そして秋競
馬終了後から前肢に分割蹄鉄を装着し、後肢を除
鉄して調教を始めました。ところが調教を始める
と、特に除鉄した後肢が磨滅して故障が続出した
ため、どうしても故障を起こす馬には、調教師が

「薄い蹄鉄」と呼ぶ、普通鉄の装着を許可しました
17 )。そして、競馬施行規程を次のように改正しまし
た。

　「第百四十条　駆歩競走及障害競走に於て蹄鉄
を使用する場合は前肢に限る。但し本会に於て特
別の事由ありと認めたる場合は此の限に在らず。
前項の蹄鉄は本会の定むる三分割のものに限る。
但し本会に於て疾病又は事故其の他正当の事由あ
りと認めたる場合は本会の認むる蹄鉄を使用する
ことを得。
　速歩競走に於ては鉄臍又は突縁其の他他馬に危
険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄鉄は之
を使用することを得ず。」

　昭和19年以降の競馬は一時中止されたので、競
走馬の除鉄は、4月から施行された能力検定競走で
行われました。クリフジも春季東京検定競走に3回
出走していますが、2日目8レースと5日目9レース
の装蹄記録※４が残っていて、2回とも普通鉄で出走
しています。
　その後戦況は更に悪化し競馬場が閉鎖されたた
め、能力検定競走は東北や北海道の生産地で行わ
れました。もうその頃には蹄鉄を履かせる余裕も
なく、出走馬はすべて跣蹄で検定競走が行われま
した18)。

※4 松葉博士が残した除鉄試験の資料の中に、「装
蹄区分に依る競走成績一覧表(昭和十九年春季東
京第一乃至第五日)」がある。この表は、装蹄の状況
を肢別に跣蹄、分割、普通に区分し、頭数と競走成
績(１～５着)が記録されている。この表を装蹄区

分で集計すると、次のようになる。
全50競走 出走頭数 337頭※5

※5 実際の出走頭数は344頭で、7頭の誤差があ
る。

（資料提供：日本装削蹄協会）

御料牧場の取材を終えて
　今回は鈴木場長をはじめ、関係者の方々の協力
を得て取材を終えることができました。特に大橋
紀夫氏にはダービー馬の蹄鉄を紹介していただ
き、同じ装蹄師として多くの助言をいただきまし
た。御料牧場の皆様、本当にありがとうございまし
た。ダービー馬の蹄鉄を通して、戦前の競走馬を取
り巻く状況と装蹄が、少しでも理解していただけ
れば幸いです。
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(写真1）東京競馬開催広告　昭和13年春季
（競馬ファン第13巻第5号.昭和13年黎明社発行より引用。JRA提
供）

(写真2)競走蹄鉄(鉄製)
厚さ二分(6㍉).幅三分(9㍉)位のもの。
重さ鉄製120㌘. 軽金属製(アルミニウ
ム、ジュラルミン)60㌘程度。※１

（日本装削蹄協会　所蔵）

(写真3) 競走ニウム
蹄鉄の広告（日本競
馬会時代）昭和22年
(馬事会だより第10号.
昭和22年中央馬事会発
行より引用。JRA提供）
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第16回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
２．日本競馬会時代のダービー馬の蹄鉄
日本競馬会の設立と競走蹄鉄
　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部が統合さ
れ、日本競馬会が誕生しました。日本競馬会の設立
は、各競馬倶楽部の競馬施行規程を統一し、競馬の
統制改善を図ることが目的のひとつでした。その
ため新施行規程は、公正確保に重点を置いた厳格
なルールが設けられ、厳しい制裁が加えられるよ
うになりました。
　そしてこの時はじめて、「鉄臍又は突縁其の他他
馬に危険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄
鉄は之を使用することを得ず」という蹄鉄を規制
する条文が設けられ、歯鉄や鉄臍蹄鉄など突起物
のある蹄鉄の使用が禁止されました1 )(写真1)。

　新規程による競馬が始まると、歯鉄禁止が原因
と思われる落馬事故が多発しました。そのため騎
手たちは、「降雨又は馬場不良の場合に限り、鉄臍
又は鉄縁あるものの使用を許されたし」と使用緩
和を訴えました。これに対し競馬会は、既に定めら
れた禁止事項として、歯鉄や鉄臍の使用を認めま
せんでした。しかし打開策として、スパイク効果の
高い競走蹄鉄(鉄及び軽金属製)を示し、馬場状態
や競走の種類に関係なく、同一規格の競走蹄鉄を
装着し、同一条件で競馬をするように騎手たちを
指導しました。そして公正確保の観点から、歯鉄禁
止とともに、蹄鉄の規格に規制を加えたと考えら
れます。これらのことはその後国営競馬に受け継
がれ、「競走馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和
23年農林省畜産局からの通知)によって明文化さ
れました2 -5 )(写真2 , 3)。

※1　蹄鉄の厚さ、幅、重さの数値は、優駿第2巻第
7号.常識辞典、「競走馬の蹄鉄について」に記載さ
れているものを示した4 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

第8回優勝馬　クモハタ号（写真4）

　昭和14年は、前年の優駿牝馬(オークス)、菊花賞
に続き、桜花賞と皐月賞が新設され、四歳の五大ク
ラシックレースが整って、ダービーの意義が一段
と高まった年になりました。当日の天候は小雨。前
人気の高かった第1回皐月賞馬ロックパークが取
消しになる中、実力が拮抗した20頭でスタートが
切られました。そして混沌としたレース展開の中、
ゴール前の激しい争いを抜け出したのはクモハ
タ。2着に1馬身差をつけてゴールインしました6, 

7 )。
　クモハタは国産の競走ニウム蹄鉄を使用してい
ました(写真5)。馬場状態は重の発表でしたが、折
からの雨で悪化していきました。本来であれば歯
鉄を使いたいところですが、今は禁止されていま
す。「今度は雨が降ったって足駄(あしだ)※２ははか
せられないし8 )」と、騎手たちも嘆いています。出走

馬20頭は、競馬会が指定した鉄かアルミの競走蹄
鉄を装着し、出走したと考えられます。

※２ 足駄：雨天に用いる高い２枚の歯がついた下
駄。たかげた。

第9回優勝馬　イエリュウ号（写真6）

　日中戦争は泥沼化し、抑圧された銃後の生活の
中、競馬は国民の娯楽として人気を博し、空前の競
馬ブームを迎えました。昭和15年の日本ダービー
は快晴、絶好の競馬日和に恵まれて、東京競馬場に
は5万6千人を超える人が集まり、入場記録を更新
しました。出走馬は過去最高の24頭、実力伯仲の
波瀾ムードの中スタートが切られました。そして
直線坂上でイエリュウ、ミナミ、ブーム3頭の大接
戦となり、並ぶようにゴールインし、イエリュウが
ダービー史上初の鼻差で勝利しました9 ,10 )。
　イエリュウも国産の競走ニウム蹄鉄を使用して
いました(写真7)。日中戦争が始まると輸入は途絶
し、外国製の蹄鉄や蹄釘は入手困難になりました。
特に蹄釘は外国製品が国内需要の大半を占めてい
たため、装蹄に深刻な影響を与えました(写真8)。
また鉄鋼の配給制度が始まると、蹄鉄材料が不足
するようになりました。しかし競馬は、陸軍の「競
馬は国策」という強い支持に守られて、競馬に必要
なものは優先的に配給を受けることが出来まし
た。アルミ合金のジュラルミンを使うことが出来
たのは、戦闘機と競走馬の蹄鉄だけだったのかも
知れません11, 12 )。

第12回優勝馬　クリフジ号（写真9）

　昭和18年戦時下の日本ダービーは、戦況の悪化

から厩舎関係者の多くが召集され開催も危ぶまれ
ていましたが、競馬人気は衰えず、過去最高の25
頭が出走する賑やかさの中で行われました。そし
て1番人気のクリフジが人気に応え、2着に6馬身
差をつけるレコードで快勝しました。牝馬のダー
ビー制覇はヒサトモ以来2頭目で、その後クリフジ
は、優駿牝馬(オークス)、菊花賞も制し、昭和19年
の能力検定競走にも出走して３勝しました。そし
て不世出の女傑馬クリフジは、11戦全勝で現役生
活を終え、故郷の御料牧場へ繁殖牝馬として帰り
ました。牧場には、生産者賞（金壱千円）の賞状が残
されています13, 14 )（写真10）。

能力検定競走と競走馬の除鉄
　昭和18年3月、日本競馬会は戦争協力のひとつ
として、競走馬の蹄鉄材料を節約する「除鉄試験」
を、東京帝国大学松葉重雄博士に委嘱しました。そ
して馬事公苑と東京競馬場で、鉄材を節約した3種
類の蹄鉄(半月状、二分割、三分割)の装着試験と、
除鉄して跣蹄(せんてい：はだしの蹄)の状態を観
察する除鉄試験を実施しました。その結果、「前肢
は三分割蹄鉄を装着し、後肢は跣蹄で競走に耐え

ることが出来る」という結論を得て、競馬会に報告
しました15, 16)(写真11)。

　これを受けた競馬会は、昭和19年春季競馬から
三分割蹄鉄を競走蹄鉄として承認し、後肢を跣蹄
にすることを理事会で決定しました。そして秋競
馬終了後から前肢に分割蹄鉄を装着し、後肢を除
鉄して調教を始めました。ところが調教を始める
と、特に除鉄した後肢が磨滅して故障が続出した
ため、どうしても故障を起こす馬には、調教師が

「薄い蹄鉄」と呼ぶ、普通鉄の装着を許可しました
17 )。そして、競馬施行規程を次のように改正しまし
た。

　「第百四十条　駆歩競走及障害競走に於て蹄鉄
を使用する場合は前肢に限る。但し本会に於て特
別の事由ありと認めたる場合は此の限に在らず。
前項の蹄鉄は本会の定むる三分割のものに限る。
但し本会に於て疾病又は事故其の他正当の事由あ
りと認めたる場合は本会の認むる蹄鉄を使用する
ことを得。
　速歩競走に於ては鉄臍又は突縁其の他他馬に危
険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄鉄は之
を使用することを得ず。」

　昭和19年以降の競馬は一時中止されたので、競
走馬の除鉄は、4月から施行された能力検定競走で
行われました。クリフジも春季東京検定競走に3回
出走していますが、2日目8レースと5日目9レース
の装蹄記録※４が残っていて、2回とも普通鉄で出走
しています。
　その後戦況は更に悪化し競馬場が閉鎖されたた
め、能力検定競走は東北や北海道の生産地で行わ
れました。もうその頃には蹄鉄を履かせる余裕も
なく、出走馬はすべて跣蹄で検定競走が行われま
した18)。

※4 松葉博士が残した除鉄試験の資料の中に、「装
蹄区分に依る競走成績一覧表(昭和十九年春季東
京第一乃至第五日)」がある。この表は、装蹄の状況
を肢別に跣蹄、分割、普通に区分し、頭数と競走成
績(１～５着)が記録されている。この表を装蹄区

分で集計すると、次のようになる。
全50競走 出走頭数 337頭※5

※5 実際の出走頭数は344頭で、7頭の誤差があ
る。

（資料提供：日本装削蹄協会）

御料牧場の取材を終えて
　今回は鈴木場長をはじめ、関係者の方々の協力
を得て取材を終えることができました。特に大橋
紀夫氏にはダービー馬の蹄鉄を紹介していただ
き、同じ装蹄師として多くの助言をいただきまし
た。御料牧場の皆様、本当にありがとうございまし
た。ダービー馬の蹄鉄を通して、戦前の競走馬を取
り巻く状況と装蹄が、少しでも理解していただけ
れば幸いです。
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 (写真4)第8回優勝馬　クモハタ号　昭和14年
（優駿第2巻第3号. 優駿競走の勝馬. 昭和17年日本競馬会発行よ
り引用。JRA提供）

(写真6)ゴール直前のイエリュウ号(18番)　昭和15年
（馬の世界第20巻第7号. 東京優駿競走. 昭和15年帝国馬匹協会
発行より引用。JRA提供）

(写真5)クモハタが装着した競走ニウム蹄鉄(国産品)

（宮内庁御料牧場　所蔵）
（右前） （左後）
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第16回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
２．日本競馬会時代のダービー馬の蹄鉄
日本競馬会の設立と競走蹄鉄
　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部が統合さ
れ、日本競馬会が誕生しました。日本競馬会の設立
は、各競馬倶楽部の競馬施行規程を統一し、競馬の
統制改善を図ることが目的のひとつでした。その
ため新施行規程は、公正確保に重点を置いた厳格
なルールが設けられ、厳しい制裁が加えられるよ
うになりました。
　そしてこの時はじめて、「鉄臍又は突縁其の他他
馬に危険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄
鉄は之を使用することを得ず」という蹄鉄を規制
する条文が設けられ、歯鉄や鉄臍蹄鉄など突起物
のある蹄鉄の使用が禁止されました1 )(写真1)。

　新規程による競馬が始まると、歯鉄禁止が原因
と思われる落馬事故が多発しました。そのため騎
手たちは、「降雨又は馬場不良の場合に限り、鉄臍
又は鉄縁あるものの使用を許されたし」と使用緩
和を訴えました。これに対し競馬会は、既に定めら
れた禁止事項として、歯鉄や鉄臍の使用を認めま
せんでした。しかし打開策として、スパイク効果の
高い競走蹄鉄(鉄及び軽金属製)を示し、馬場状態
や競走の種類に関係なく、同一規格の競走蹄鉄を
装着し、同一条件で競馬をするように騎手たちを
指導しました。そして公正確保の観点から、歯鉄禁
止とともに、蹄鉄の規格に規制を加えたと考えら
れます。これらのことはその後国営競馬に受け継
がれ、「競走馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和
23年農林省畜産局からの通知)によって明文化さ
れました2 -5 )(写真2 , 3)。

※1　蹄鉄の厚さ、幅、重さの数値は、優駿第2巻第
7号.常識辞典、「競走馬の蹄鉄について」に記載さ
れているものを示した4 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

第8回優勝馬　クモハタ号（写真4）

　昭和14年は、前年の優駿牝馬(オークス)、菊花賞
に続き、桜花賞と皐月賞が新設され、四歳の五大ク
ラシックレースが整って、ダービーの意義が一段
と高まった年になりました。当日の天候は小雨。前
人気の高かった第1回皐月賞馬ロックパークが取
消しになる中、実力が拮抗した20頭でスタートが
切られました。そして混沌としたレース展開の中、
ゴール前の激しい争いを抜け出したのはクモハ
タ。2着に1馬身差をつけてゴールインしました6, 

7 )。
　クモハタは国産の競走ニウム蹄鉄を使用してい
ました(写真5)。馬場状態は重の発表でしたが、折
からの雨で悪化していきました。本来であれば歯
鉄を使いたいところですが、今は禁止されていま
す。「今度は雨が降ったって足駄(あしだ)※２ははか
せられないし8 )」と、騎手たちも嘆いています。出走

馬20頭は、競馬会が指定した鉄かアルミの競走蹄
鉄を装着し、出走したと考えられます。

※２ 足駄：雨天に用いる高い２枚の歯がついた下
駄。たかげた。

第9回優勝馬　イエリュウ号（写真6）

　日中戦争は泥沼化し、抑圧された銃後の生活の
中、競馬は国民の娯楽として人気を博し、空前の競
馬ブームを迎えました。昭和15年の日本ダービー
は快晴、絶好の競馬日和に恵まれて、東京競馬場に
は5万6千人を超える人が集まり、入場記録を更新
しました。出走馬は過去最高の24頭、実力伯仲の
波瀾ムードの中スタートが切られました。そして
直線坂上でイエリュウ、ミナミ、ブーム3頭の大接
戦となり、並ぶようにゴールインし、イエリュウが
ダービー史上初の鼻差で勝利しました9 ,10 )。
　イエリュウも国産の競走ニウム蹄鉄を使用して
いました(写真7)。日中戦争が始まると輸入は途絶
し、外国製の蹄鉄や蹄釘は入手困難になりました。
特に蹄釘は外国製品が国内需要の大半を占めてい
たため、装蹄に深刻な影響を与えました(写真8)。
また鉄鋼の配給制度が始まると、蹄鉄材料が不足
するようになりました。しかし競馬は、陸軍の「競
馬は国策」という強い支持に守られて、競馬に必要
なものは優先的に配給を受けることが出来まし
た。アルミ合金のジュラルミンを使うことが出来
たのは、戦闘機と競走馬の蹄鉄だけだったのかも
知れません11, 12 )。

第12回優勝馬　クリフジ号（写真9）

　昭和18年戦時下の日本ダービーは、戦況の悪化

から厩舎関係者の多くが召集され開催も危ぶまれ
ていましたが、競馬人気は衰えず、過去最高の25
頭が出走する賑やかさの中で行われました。そし
て1番人気のクリフジが人気に応え、2着に6馬身
差をつけるレコードで快勝しました。牝馬のダー
ビー制覇はヒサトモ以来2頭目で、その後クリフジ
は、優駿牝馬(オークス)、菊花賞も制し、昭和19年
の能力検定競走にも出走して３勝しました。そし
て不世出の女傑馬クリフジは、11戦全勝で現役生
活を終え、故郷の御料牧場へ繁殖牝馬として帰り
ました。牧場には、生産者賞（金壱千円）の賞状が残
されています13, 14 )（写真10）。

能力検定競走と競走馬の除鉄
　昭和18年3月、日本競馬会は戦争協力のひとつ
として、競走馬の蹄鉄材料を節約する「除鉄試験」
を、東京帝国大学松葉重雄博士に委嘱しました。そ
して馬事公苑と東京競馬場で、鉄材を節約した3種
類の蹄鉄(半月状、二分割、三分割)の装着試験と、
除鉄して跣蹄(せんてい：はだしの蹄)の状態を観
察する除鉄試験を実施しました。その結果、「前肢
は三分割蹄鉄を装着し、後肢は跣蹄で競走に耐え

ることが出来る」という結論を得て、競馬会に報告
しました15, 16)(写真11)。

　これを受けた競馬会は、昭和19年春季競馬から
三分割蹄鉄を競走蹄鉄として承認し、後肢を跣蹄
にすることを理事会で決定しました。そして秋競
馬終了後から前肢に分割蹄鉄を装着し、後肢を除
鉄して調教を始めました。ところが調教を始める
と、特に除鉄した後肢が磨滅して故障が続出した
ため、どうしても故障を起こす馬には、調教師が

「薄い蹄鉄」と呼ぶ、普通鉄の装着を許可しました
17 )。そして、競馬施行規程を次のように改正しまし
た。

　「第百四十条　駆歩競走及障害競走に於て蹄鉄
を使用する場合は前肢に限る。但し本会に於て特
別の事由ありと認めたる場合は此の限に在らず。
前項の蹄鉄は本会の定むる三分割のものに限る。
但し本会に於て疾病又は事故其の他正当の事由あ
りと認めたる場合は本会の認むる蹄鉄を使用する
ことを得。
　速歩競走に於ては鉄臍又は突縁其の他他馬に危
険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄鉄は之
を使用することを得ず。」

　昭和19年以降の競馬は一時中止されたので、競
走馬の除鉄は、4月から施行された能力検定競走で
行われました。クリフジも春季東京検定競走に3回
出走していますが、2日目8レースと5日目9レース
の装蹄記録※４が残っていて、2回とも普通鉄で出走
しています。
　その後戦況は更に悪化し競馬場が閉鎖されたた
め、能力検定競走は東北や北海道の生産地で行わ
れました。もうその頃には蹄鉄を履かせる余裕も
なく、出走馬はすべて跣蹄で検定競走が行われま
した18)。

※4 松葉博士が残した除鉄試験の資料の中に、「装
蹄区分に依る競走成績一覧表(昭和十九年春季東
京第一乃至第五日)」がある。この表は、装蹄の状況
を肢別に跣蹄、分割、普通に区分し、頭数と競走成
績(１～５着)が記録されている。この表を装蹄区

分で集計すると、次のようになる。
全50競走 出走頭数 337頭※5

※5 実際の出走頭数は344頭で、7頭の誤差があ
る。

（資料提供：日本装削蹄協会）

御料牧場の取材を終えて
　今回は鈴木場長をはじめ、関係者の方々の協力
を得て取材を終えることができました。特に大橋
紀夫氏にはダービー馬の蹄鉄を紹介していただ
き、同じ装蹄師として多くの助言をいただきまし
た。御料牧場の皆様、本当にありがとうございまし
た。ダービー馬の蹄鉄を通して、戦前の競走馬を取
り巻く状況と装蹄が、少しでも理解していただけ
れば幸いです。
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(写真7)イエリュウが装着した競走ニウム蹄鉄(国産品)

（宮内庁御料牧場　所蔵）

(写真8)輸入蹄釘の広告
ノルウェー製王冠印とアメリカ製ケーペルが国内需要の大半
を占めていた。
（護蹄第16巻第8号. 昭和10年蹄学会発行より引用。日本装削蹄
協会提供）

（写真9）優勝馬 クリフジ号　昭和18年
（優駿第3巻第7号.第十二次東京優駿競走. 昭和18年日本競馬会
発行より引用。JRA提供）

（写真10）生産者賞（金壱千円）を贈る賞状
（宮内庁御料牧場　所蔵）

（左前） （右後）

（写真11） 三分割蹄鉄　　　　　跣　蹄
（調査研究報告第二輯. 松葉重雄ら.馬の除鉄試験に就いて.昭和
18年日本競馬会発行より引用。JRA提供）



（152） 馬の科学　Vol.54（2）2017

第16回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
２．日本競馬会時代のダービー馬の蹄鉄
日本競馬会の設立と競走蹄鉄
　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部が統合さ
れ、日本競馬会が誕生しました。日本競馬会の設立
は、各競馬倶楽部の競馬施行規程を統一し、競馬の
統制改善を図ることが目的のひとつでした。その
ため新施行規程は、公正確保に重点を置いた厳格
なルールが設けられ、厳しい制裁が加えられるよ
うになりました。
　そしてこの時はじめて、「鉄臍又は突縁其の他他
馬に危険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄
鉄は之を使用することを得ず」という蹄鉄を規制
する条文が設けられ、歯鉄や鉄臍蹄鉄など突起物
のある蹄鉄の使用が禁止されました1 )(写真1)。

　新規程による競馬が始まると、歯鉄禁止が原因
と思われる落馬事故が多発しました。そのため騎
手たちは、「降雨又は馬場不良の場合に限り、鉄臍
又は鉄縁あるものの使用を許されたし」と使用緩
和を訴えました。これに対し競馬会は、既に定めら
れた禁止事項として、歯鉄や鉄臍の使用を認めま
せんでした。しかし打開策として、スパイク効果の
高い競走蹄鉄(鉄及び軽金属製)を示し、馬場状態
や競走の種類に関係なく、同一規格の競走蹄鉄を
装着し、同一条件で競馬をするように騎手たちを
指導しました。そして公正確保の観点から、歯鉄禁
止とともに、蹄鉄の規格に規制を加えたと考えら
れます。これらのことはその後国営競馬に受け継
がれ、「競走馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和
23年農林省畜産局からの通知)によって明文化さ
れました2 -5 )(写真2 , 3)。

※1　蹄鉄の厚さ、幅、重さの数値は、優駿第2巻第
7号.常識辞典、「競走馬の蹄鉄について」に記載さ
れているものを示した4 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

第8回優勝馬　クモハタ号（写真4）

　昭和14年は、前年の優駿牝馬(オークス)、菊花賞
に続き、桜花賞と皐月賞が新設され、四歳の五大ク
ラシックレースが整って、ダービーの意義が一段
と高まった年になりました。当日の天候は小雨。前
人気の高かった第1回皐月賞馬ロックパークが取
消しになる中、実力が拮抗した20頭でスタートが
切られました。そして混沌としたレース展開の中、
ゴール前の激しい争いを抜け出したのはクモハ
タ。2着に1馬身差をつけてゴールインしました6, 

7 )。
　クモハタは国産の競走ニウム蹄鉄を使用してい
ました(写真5)。馬場状態は重の発表でしたが、折
からの雨で悪化していきました。本来であれば歯
鉄を使いたいところですが、今は禁止されていま
す。「今度は雨が降ったって足駄(あしだ)※２ははか
せられないし8 )」と、騎手たちも嘆いています。出走

馬20頭は、競馬会が指定した鉄かアルミの競走蹄
鉄を装着し、出走したと考えられます。

※２ 足駄：雨天に用いる高い２枚の歯がついた下
駄。たかげた。

第9回優勝馬　イエリュウ号（写真6）

　日中戦争は泥沼化し、抑圧された銃後の生活の
中、競馬は国民の娯楽として人気を博し、空前の競
馬ブームを迎えました。昭和15年の日本ダービー
は快晴、絶好の競馬日和に恵まれて、東京競馬場に
は5万6千人を超える人が集まり、入場記録を更新
しました。出走馬は過去最高の24頭、実力伯仲の
波瀾ムードの中スタートが切られました。そして
直線坂上でイエリュウ、ミナミ、ブーム3頭の大接
戦となり、並ぶようにゴールインし、イエリュウが
ダービー史上初の鼻差で勝利しました9 ,10 )。
　イエリュウも国産の競走ニウム蹄鉄を使用して
いました(写真7)。日中戦争が始まると輸入は途絶
し、外国製の蹄鉄や蹄釘は入手困難になりました。
特に蹄釘は外国製品が国内需要の大半を占めてい
たため、装蹄に深刻な影響を与えました(写真8)。
また鉄鋼の配給制度が始まると、蹄鉄材料が不足
するようになりました。しかし競馬は、陸軍の「競
馬は国策」という強い支持に守られて、競馬に必要
なものは優先的に配給を受けることが出来まし
た。アルミ合金のジュラルミンを使うことが出来
たのは、戦闘機と競走馬の蹄鉄だけだったのかも
知れません11, 12 )。

第12回優勝馬　クリフジ号（写真9）

　昭和18年戦時下の日本ダービーは、戦況の悪化

から厩舎関係者の多くが召集され開催も危ぶまれ
ていましたが、競馬人気は衰えず、過去最高の25
頭が出走する賑やかさの中で行われました。そし
て1番人気のクリフジが人気に応え、2着に6馬身
差をつけるレコードで快勝しました。牝馬のダー
ビー制覇はヒサトモ以来2頭目で、その後クリフジ
は、優駿牝馬(オークス)、菊花賞も制し、昭和19年
の能力検定競走にも出走して３勝しました。そし
て不世出の女傑馬クリフジは、11戦全勝で現役生
活を終え、故郷の御料牧場へ繁殖牝馬として帰り
ました。牧場には、生産者賞（金壱千円）の賞状が残
されています13, 14 )（写真10）。

能力検定競走と競走馬の除鉄
　昭和18年3月、日本競馬会は戦争協力のひとつ
として、競走馬の蹄鉄材料を節約する「除鉄試験」
を、東京帝国大学松葉重雄博士に委嘱しました。そ
して馬事公苑と東京競馬場で、鉄材を節約した3種
類の蹄鉄(半月状、二分割、三分割)の装着試験と、
除鉄して跣蹄(せんてい：はだしの蹄)の状態を観
察する除鉄試験を実施しました。その結果、「前肢
は三分割蹄鉄を装着し、後肢は跣蹄で競走に耐え

ることが出来る」という結論を得て、競馬会に報告
しました15, 16)(写真11)。

　これを受けた競馬会は、昭和19年春季競馬から
三分割蹄鉄を競走蹄鉄として承認し、後肢を跣蹄
にすることを理事会で決定しました。そして秋競
馬終了後から前肢に分割蹄鉄を装着し、後肢を除
鉄して調教を始めました。ところが調教を始める
と、特に除鉄した後肢が磨滅して故障が続出した
ため、どうしても故障を起こす馬には、調教師が

「薄い蹄鉄」と呼ぶ、普通鉄の装着を許可しました
17 )。そして、競馬施行規程を次のように改正しまし
た。

　「第百四十条　駆歩競走及障害競走に於て蹄鉄
を使用する場合は前肢に限る。但し本会に於て特
別の事由ありと認めたる場合は此の限に在らず。
前項の蹄鉄は本会の定むる三分割のものに限る。
但し本会に於て疾病又は事故其の他正当の事由あ
りと認めたる場合は本会の認むる蹄鉄を使用する
ことを得。
　速歩競走に於ては鉄臍又は突縁其の他他馬に危
険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄鉄は之
を使用することを得ず。」

　昭和19年以降の競馬は一時中止されたので、競
走馬の除鉄は、4月から施行された能力検定競走で
行われました。クリフジも春季東京検定競走に3回
出走していますが、2日目8レースと5日目9レース
の装蹄記録※４が残っていて、2回とも普通鉄で出走
しています。
　その後戦況は更に悪化し競馬場が閉鎖されたた
め、能力検定競走は東北や北海道の生産地で行わ
れました。もうその頃には蹄鉄を履かせる余裕も
なく、出走馬はすべて跣蹄で検定競走が行われま
した18)。

※4 松葉博士が残した除鉄試験の資料の中に、「装
蹄区分に依る競走成績一覧表(昭和十九年春季東
京第一乃至第五日)」がある。この表は、装蹄の状況
を肢別に跣蹄、分割、普通に区分し、頭数と競走成
績(１～５着)が記録されている。この表を装蹄区

分で集計すると、次のようになる。
全50競走 出走頭数 337頭※5

※5 実際の出走頭数は344頭で、7頭の誤差があ
る。

（資料提供：日本装削蹄協会）

御料牧場の取材を終えて
　今回は鈴木場長をはじめ、関係者の方々の協力
を得て取材を終えることができました。特に大橋
紀夫氏にはダービー馬の蹄鉄を紹介していただ
き、同じ装蹄師として多くの助言をいただきまし
た。御料牧場の皆様、本当にありがとうございまし
た。ダービー馬の蹄鉄を通して、戦前の競走馬を取
り巻く状況と装蹄が、少しでも理解していただけ
れば幸いです。
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第16回　下総御料牧場が輩出したダービー馬の
競走蹄鉄
２．日本競馬会時代のダービー馬の蹄鉄
日本競馬会の設立と競走蹄鉄
　昭和11年12月、全国11の競馬倶楽部が統合さ
れ、日本競馬会が誕生しました。日本競馬会の設立
は、各競馬倶楽部の競馬施行規程を統一し、競馬の
統制改善を図ることが目的のひとつでした。その
ため新施行規程は、公正確保に重点を置いた厳格
なルールが設けられ、厳しい制裁が加えられるよ
うになりました。
　そしてこの時はじめて、「鉄臍又は突縁其の他他
馬に危険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄
鉄は之を使用することを得ず」という蹄鉄を規制
する条文が設けられ、歯鉄や鉄臍蹄鉄など突起物
のある蹄鉄の使用が禁止されました1 )(写真1)。

　新規程による競馬が始まると、歯鉄禁止が原因
と思われる落馬事故が多発しました。そのため騎
手たちは、「降雨又は馬場不良の場合に限り、鉄臍
又は鉄縁あるものの使用を許されたし」と使用緩
和を訴えました。これに対し競馬会は、既に定めら
れた禁止事項として、歯鉄や鉄臍の使用を認めま
せんでした。しかし打開策として、スパイク効果の
高い競走蹄鉄(鉄及び軽金属製)を示し、馬場状態
や競走の種類に関係なく、同一規格の競走蹄鉄を
装着し、同一条件で競馬をするように騎手たちを
指導しました。そして公正確保の観点から、歯鉄禁
止とともに、蹄鉄の規格に規制を加えたと考えら
れます。これらのことはその後国営競馬に受け継
がれ、「競走馬に対する競走用蹄鉄取締の件」(昭和
23年農林省畜産局からの通知)によって明文化さ
れました2 -5 )(写真2 , 3)。

※1　蹄鉄の厚さ、幅、重さの数値は、優駿第2巻第
7号.常識辞典、「競走馬の蹄鉄について」に記載さ
れているものを示した4 )。

ダービー馬の競走蹄鉄

第8回優勝馬　クモハタ号（写真4）

　昭和14年は、前年の優駿牝馬(オークス)、菊花賞
に続き、桜花賞と皐月賞が新設され、四歳の五大ク
ラシックレースが整って、ダービーの意義が一段
と高まった年になりました。当日の天候は小雨。前
人気の高かった第1回皐月賞馬ロックパークが取
消しになる中、実力が拮抗した20頭でスタートが
切られました。そして混沌としたレース展開の中、
ゴール前の激しい争いを抜け出したのはクモハ
タ。2着に1馬身差をつけてゴールインしました6, 

7 )。
　クモハタは国産の競走ニウム蹄鉄を使用してい
ました(写真5)。馬場状態は重の発表でしたが、折
からの雨で悪化していきました。本来であれば歯
鉄を使いたいところですが、今は禁止されていま
す。「今度は雨が降ったって足駄(あしだ)※２ははか
せられないし8 )」と、騎手たちも嘆いています。出走

馬20頭は、競馬会が指定した鉄かアルミの競走蹄
鉄を装着し、出走したと考えられます。

※２ 足駄：雨天に用いる高い２枚の歯がついた下
駄。たかげた。

第9回優勝馬　イエリュウ号（写真6）

　日中戦争は泥沼化し、抑圧された銃後の生活の
中、競馬は国民の娯楽として人気を博し、空前の競
馬ブームを迎えました。昭和15年の日本ダービー
は快晴、絶好の競馬日和に恵まれて、東京競馬場に
は5万6千人を超える人が集まり、入場記録を更新
しました。出走馬は過去最高の24頭、実力伯仲の
波瀾ムードの中スタートが切られました。そして
直線坂上でイエリュウ、ミナミ、ブーム3頭の大接
戦となり、並ぶようにゴールインし、イエリュウが
ダービー史上初の鼻差で勝利しました9 ,10 )。
　イエリュウも国産の競走ニウム蹄鉄を使用して
いました(写真7)。日中戦争が始まると輸入は途絶
し、外国製の蹄鉄や蹄釘は入手困難になりました。
特に蹄釘は外国製品が国内需要の大半を占めてい
たため、装蹄に深刻な影響を与えました(写真8)。
また鉄鋼の配給制度が始まると、蹄鉄材料が不足
するようになりました。しかし競馬は、陸軍の「競
馬は国策」という強い支持に守られて、競馬に必要
なものは優先的に配給を受けることが出来まし
た。アルミ合金のジュラルミンを使うことが出来
たのは、戦闘機と競走馬の蹄鉄だけだったのかも
知れません11, 12 )。

第12回優勝馬　クリフジ号（写真9）

　昭和18年戦時下の日本ダービーは、戦況の悪化

から厩舎関係者の多くが召集され開催も危ぶまれ
ていましたが、競馬人気は衰えず、過去最高の25
頭が出走する賑やかさの中で行われました。そし
て1番人気のクリフジが人気に応え、2着に6馬身
差をつけるレコードで快勝しました。牝馬のダー
ビー制覇はヒサトモ以来2頭目で、その後クリフジ
は、優駿牝馬(オークス)、菊花賞も制し、昭和19年
の能力検定競走にも出走して３勝しました。そし
て不世出の女傑馬クリフジは、11戦全勝で現役生
活を終え、故郷の御料牧場へ繁殖牝馬として帰り
ました。牧場には、生産者賞（金壱千円）の賞状が残
されています13, 14 )（写真10）。

能力検定競走と競走馬の除鉄
　昭和18年3月、日本競馬会は戦争協力のひとつ
として、競走馬の蹄鉄材料を節約する「除鉄試験」
を、東京帝国大学松葉重雄博士に委嘱しました。そ
して馬事公苑と東京競馬場で、鉄材を節約した3種
類の蹄鉄(半月状、二分割、三分割)の装着試験と、
除鉄して跣蹄(せんてい：はだしの蹄)の状態を観
察する除鉄試験を実施しました。その結果、「前肢
は三分割蹄鉄を装着し、後肢は跣蹄で競走に耐え

ることが出来る」という結論を得て、競馬会に報告
しました15, 16)(写真11)。

　これを受けた競馬会は、昭和19年春季競馬から
三分割蹄鉄を競走蹄鉄として承認し、後肢を跣蹄
にすることを理事会で決定しました。そして秋競
馬終了後から前肢に分割蹄鉄を装着し、後肢を除
鉄して調教を始めました。ところが調教を始める
と、特に除鉄した後肢が磨滅して故障が続出した
ため、どうしても故障を起こす馬には、調教師が

「薄い蹄鉄」と呼ぶ、普通鉄の装着を許可しました
17 )。そして、競馬施行規程を次のように改正しまし
た。

　「第百四十条　駆歩競走及障害競走に於て蹄鉄
を使用する場合は前肢に限る。但し本会に於て特
別の事由ありと認めたる場合は此の限に在らず。
前項の蹄鉄は本会の定むる三分割のものに限る。
但し本会に於て疾病又は事故其の他正当の事由あ
りと認めたる場合は本会の認むる蹄鉄を使用する
ことを得。
　速歩競走に於ては鉄臍又は突縁其の他他馬に危
険を及ぼす虞ある特殊の加工を為したる蹄鉄は之
を使用することを得ず。」

　昭和19年以降の競馬は一時中止されたので、競
走馬の除鉄は、4月から施行された能力検定競走で
行われました。クリフジも春季東京検定競走に3回
出走していますが、2日目8レースと5日目9レース
の装蹄記録※４が残っていて、2回とも普通鉄で出走
しています。
　その後戦況は更に悪化し競馬場が閉鎖されたた
め、能力検定競走は東北や北海道の生産地で行わ
れました。もうその頃には蹄鉄を履かせる余裕も
なく、出走馬はすべて跣蹄で検定競走が行われま
した18)。

※4 松葉博士が残した除鉄試験の資料の中に、「装
蹄区分に依る競走成績一覧表(昭和十九年春季東
京第一乃至第五日)」がある。この表は、装蹄の状況
を肢別に跣蹄、分割、普通に区分し、頭数と競走成
績(１～５着)が記録されている。この表を装蹄区

分で集計すると、次のようになる。
全50競走 出走頭数 337頭※5

※5 実際の出走頭数は344頭で、7頭の誤差があ
る。

（資料提供：日本装削蹄協会）

御料牧場の取材を終えて
　今回は鈴木場長をはじめ、関係者の方々の協力
を得て取材を終えることができました。特に大橋
紀夫氏にはダービー馬の蹄鉄を紹介していただ
き、同じ装蹄師として多くの助言をいただきまし
た。御料牧場の皆様、本当にありがとうございまし
た。ダービー馬の蹄鉄を通して、戦前の競走馬を取
り巻く状況と装蹄が、少しでも理解していただけ
れば幸いです。
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ウマの跛行に関するめざましい医学の進歩
　ウマの世界において、跛行は主要な問題である。
この点は皆が同意する。あなたの関心が一流の競
走馬にあろうがプレジャーホースにあろうが、あ
なたがプロの乗り手であろうがアマチュアであろ
うが、あなたの関心が大型の品種にあろうが小型
の品種にあろうが、筋骨格系の傷害はよくあるこ
とで、かつ潜在的に非常に重要な問題である。
　跛行の診断法と治療法はともに、この数十年間
にかなり進歩してきた。重要なのは、今まで以上に
明るい兆しが将来待ち受けているということだ。
科学技術は、臨床分野においても活発に進歩を促
し続けている。
　細胞生物学がその良い例である。ゲノム規模（全
てのDNAあるいは全てのRNAを含む）で適用可能
な次世代シークエンシングによって、今日では
個々の組織や細胞のタイプについて遺伝子発現を
包括的に比較することが可能である。データに基
づく科学的アプローチにより、見過ごされてきた
数多くの遺伝子が重要であることが明らかになっ
ている。その結果として、細胞の同定、正常な機能
そして跛行に直接関与する発症メカニズムについ
て、新しい見識がもたらされている。
　個別の細胞種に対する新たな知見によって、診
断法や治療法は洗練される。軟骨を例としてみて
みよう。私達の体には、関節軟骨、関節以外の構造
軟骨、軟骨内骨化と呼ばれるプロセスを通じて骨
に置換される軟骨などのいくつかの異なる軟骨組
織がある。全ての軟骨には共通する特徴があるが、
関節軟骨細胞を特徴付ける特有の細胞特性を理解
することは、関節疾患について考えるうえで明ら
かに重要な要素である。
　この先、獣医師は、鑑別診断を洗練させるため、
最適な治療法を選択するため、そして患畜をモニ
タリングするために分子バイオメーカーパネルを

ますます利用するであろう。癌患者に対してこれ
らのアプローチが試みられていることは既知の事
実である。そしてそれと同じ概念は、骨、軟骨、腱、
靭帯や筋組織にも適用できる。臨床現場の目的と
しては、疾病の早期発見や治療法に対する患者の
反応と同様に、健康状態をモニタリングするため
の感度の向上が挙げられる。
　治療レベルにおいて、細胞ベースのアプローチ
は、高い関心を生み出し、そして正しい根拠があ
る。“幹細胞”という用語がしばしば話題に上がる。
細胞は、効果的なウマ特異的成長因子や分化因子
を損傷部位へ到達させるため、患畜の免疫系を適
切な方法で調節するため、またいくつかの症例で
は直接、修復組織の基とするために治療目的で用
いられる。学ぶことは多くあり、そして誤った情報
も多くあるが、細胞ベースの治療法には実際に多
くの希望があるのだ。
　最後に、我々は医療情報学の時代に突入した。コ
ンピューター科学においてハードウェア、ソフト
ウェア、データストレージは急速に進歩しており、
個々の遺伝子あるいは一人の患者のみを見ること
では正しく評価しにくい生物医学的な関係やパ
ターンを、「-omic（訳注：「研究対象＋omic」でその
対象の多量の情報を系統的に扱う研究分野の意）」
や集団レベルで解決できる“ビッグデータ”分析を
可能にする。例えるなら、地上に立ったままで、穀
物畑のミステリーサークルと他の模様を区別する
のがいかに難しいかと言う事だ。飛行機の窓から
見下ろせばすぐに区別できる。包括的解析と標的
解析は、二者択一の問題ではなく、両者とも重要で
ありしばしば互いに補完するものである。では、ウ
マの跛行に関する課題に対する取り組みにおい
て、私達はどうやってさらなる進歩を促すことが
できるだろうか？答えの中で非常に重要な部分
は、知識を向上させるための質の高い科学研究で

ある。私達はケンタッキー州立大学において、総合
研究チームが業界団体、臨床家、獣医師やウマの専
門家と一緒に取り組むことを可能にする馬スポー
ツ研究構想（Eques t r i an  Spo r t s  Re sea r ch  
Initiative）を策定した。ウマスポーツ医学における
健康と福祉に関する問題は、基礎から臨床レベル
までウマ、騎乗者と馬場の問題を同時に考えなが
ら研究されてきている。 上述のとおり、科学や技
術の進歩は生物医学分野の進歩を促進している。
客観的な科学研究や、その結果として得られる新
しい知見は総じて重要であり、最優先事項とされ
る必要がある。

連絡先：
James N. MacLeod, VMD, PhD
jnmacleod@uky.edu
(859) 218-1099
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, KY

国際情報
2016年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　アフリカ馬疫の発生が、アフリカ共和国の常在
地域において報告されたが、ウエスタン・ケープ州
の疫学監視地域においては確認されなかった。
　馬インフルエンザの発生が、ドイツ（単発症例）、
イギリス（ワクチン未接種の牝の子馬1例）ならび
に米国（風土病）で報告された。米国では、カリフォ
ルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ケンタッ
キー州、ニュージャージー州およびニューヨーク
州において発生が確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール
ならびに米国で、腺疫の発生が報告された。その発
生数は、それぞれフランスでは4件、ドイツでは12
件（全て単発症例）、アイルランドでは2施設で19
例、シンガポールでは輸入馬の1例、米国では17州
で多数の発生であった。米国では、およそ36施設
において99例が確認され、そのうち1例は馬ヘル
ペスウイルス4型と混合感染していた。

　フランスおよび南アフリカで馬ヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）が発生した。フランスにおける症例
は、体温上昇が唯一の臨床兆候だった。南アフリカ
における発生については、臨床症状に関する詳細
な報告はなかった。EHV-1による流産が、アイルラ
ンド、南アフリカおよびイギリスで発生し、そのい
ずれも単発例であった。EHV-1による神経疾患の
発生が、フランス、南アフリカおよび米国でそれぞ
れ1例ずつ確認された。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（7
件）、南アフリカおよびスイス（それぞれ1例ず
つ）、そしてイギリス（2件；感染馬の症例数はいず
れの発生においても限定的）で報告された。ドイツ
では、鼻腔スワブでEHV-4が検出された1例に、神
経症状が認められた。
　EHV-2やあるいはEHV-5感染が米国で確認さ
れ、主に呼吸器症状を呈していた。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、サスカチュワン州の3施設にお
いて9例が確認された。米国では、ニューヨーク州
およびオクラホマ州においてそれぞれ2施設で2
例ずつ確認された。
　フランスでは、馬ピロプラズマ病が風土病であ
ると報告された。米国では、Theileria equi感染が
クォーターホース種の競走馬で確認され、テネ
シー州（17例）およびワイオミング州／ユタ州（21
例）で開催された草競馬に出走していた。
　ドイツでは、馬伝染性子宮炎（CEM）が8施設で9
例発生した。そのほとんどは種牡馬でアイスラン
ド種であった。
　米国では、第3四半期においてサルモネラ症の
発生が確認された。サルモネラB群が2例、C1群が
10例およびD1群が2例であった。
　β2毒素産生型であるClostridium perfringens A
型によるクロストリジウム性腸炎の発生が米国で
報告され、ケンタッキー州で2例、ミネソタ州で2
例が確認された。
　子馬のロタウイルス感染の限定的な発生が、フ
ランスおよびドイツで確認された。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染が1例の子馬で診断された。
　米国のフロリダ州およびオクラホマ州では、狂

犬病がそれぞれ1例報告された。
　当期、米国で東部馬脳炎が49例報告された。フ
ロリダ州、ウィスコンシン州およびサウスカロラ
イナ州で最も多発した。
　米国の17州で、合計88例のウエストナイル脳炎
が確認された。そのほとんどはワクチン未接種あ
るいはワクチン接種が不完全な馬であった。
　ロドコッカスに関連した疾患は、米国で風土病
とされている。本病の感染率を推定することは非
常に困難であるにもかかわらず、この第3四半期
に約40例が確認された。
　日本では、ゲタウイルス感染が1施設で8例確認
され、そのほとんどはワクチン接種歴が不完全で
あった。発症馬は本症に典型的な臨床症状を呈し
た。
　米国のメリーランド州およびウエストバージニ
ア州では、馬単球性エールリヒア症が3例発生し
た。ドイツやスイスでもエールリヒア症の単発症
例が確認された。
 
観察、科学とウマの跛行診断
　ウマの疼痛に関連する歩様の異常の多くは、騎
乗時にのみわかり、引き馬や調馬索時にははっき
りとわからない。このようなウマは騎乗しても、跛
行が明らかにならないこともある。近年、歩様の客
観的評価には多くの技術的進歩があるが、それら
は一般的に歩様の左右対称性の変化（その結果、全
身の強ばりや運動意欲の欠如などのパフォーマン
スの低下、後肢の協調や推進の欠如などの動きの
質の変化、ウマの口を介した手綱やハミによるコ
ンタクトでの騎乗者の感触の変化をもたらす）の
検出には限界がある。
　騎乗者は、しばしばこれらの問題が胸腰部の疼
痛に起因すると決めてかかる。なぜならウマに騎
乗した際にのみ症状が発現するからである。その
ようなウマは、調馬索運動を行うと輪線の内側に
入り込むかもしれない。そして、しばしば片側の調
馬策に偏り、著しい軸上筋の収縮を示す。しかし、
実験的に前肢あるいは後肢の跛行を起こした場
合、胸腰仙骨部位における脊柱の可動域を減少さ
せる可能性があるということが研究によって示さ
れてきた。放射線検査によって棘突起の接触が認

められることがある。この所見により、胸腰部の疼
痛が主要な問題であるとしばしば誤った結論に
至ってしまう。私達は、診断麻酔を用いて明らかな
あるいは無症状の跛行を消失させることによっ
て、騎乗者がしばしばウマの背中の可動域の増加
に気付くことを示してきた。
　これらの臨床所見の調査のために、引き馬、屈曲
テスト、軟らかい馬場と硬い馬場両方での調馬索
運動や騎乗時に、跛行していないと主観的に思わ
れる正常なウマを研究してきた。調馬索運動にお
ける体の傾きと胸腰部の可動域について、胸腰部
や骨盤部の予め決めた位置に置かれた慣性計測装
置を用いて客観的に測定した。これらの研究に
よって胸腰仙椎の正常な可動域を明らかとし、健
康なウマは調馬索運動時の体の傾きはわずかで左
右対称であるということを示してきた。私達はま
た跛行しているウマについても調馬索運動におけ
る体の傾きを測定し、しばしば手前肢の向きに
よっては動きが非対称となり、正常馬に比べて少
なくともどちらか一方により大きく傾くというこ
とを示してきた。診断麻酔によって跛行が大幅に
改善されると、どちらの手前肢においても体の傾
きが減少し、左右対称性が回復する結果となる。さ
らに、診断麻酔によって跛行が改善された場合、胸
腰仙椎領域の可動域は増加し、特に胸後部や腰部
において顕著である。私達は、鞍のずれがいつも同
じ側に起こる傾向がある場合はたいてい後肢の跛
行に関連することを突き止めた。診断麻酔によっ
て跛行が消失すると、鞍ずれは改善される。通常、
鞍は後肢の跛行している側かあるいは強く跛行し
ている側にずれ、軽度の側にずれることは少ない。
鞍ずれは、おそらく胸腰仙椎領域の可動域の変化
によって生じ、それはウマによって異なる。鞍ずれ
は、後肢の跛行があるかもしれないという指標に
なる可能性がある。
　速歩の場合にははっきりしない跛行でも、駈歩
時に見せる、回転駈歩や頻繁な前肢あるいは後肢
の手前変換、身体のねじれ、正常な三拍リズムの消
失、両後肢が着地する場所やタイミングが異常に
近かったり、離れたりするといったことから、筋骨
格系の痛みがわかることがある。これらの所見は
調馬索あるいは騎乗時にはっきりするもしれな

い。もし仙腸関節痛が疼痛やパフォーマンスの低
下に関与しているならば、引き馬時に見られる
元々の跛行の消失は、逆に駈歩時により悪化して
いるように見える可能性がある。
　このような観察は、パフォーマンスに問題のあ
るウマを、引き馬、調馬索運動および騎乗時（標準
的な騎乗者が望ましいが）に、評価することが重要
であることを強調する。ウマは常歩、速歩および駈
歩で評価するべきであり、歩様のある状態が診断
麻酔によって改善されたとしても、他の状態では
悪化する可能性があることを心に留めるべきであ
る。ウマは、彼らにとって最も難しい動きをしてい
るときにも評価するべきである。なぜならあるウ
マは、そうした条件下でのみ問題が明らかになる
からである。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
 
ウマコロナウイルス－成馬の新たな腸内ウイルス
　ウマコロナウイルス (ECoV)は、ウシコロナウイ
ルス、ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、マウス肝
炎ウイルス、ネズミコロナウイルス(ラット唾液腺
涙腺炎ウイルス)、OC43、HKU1、重症急性呼吸器症
候群コロナウイルスや中東呼吸器症候群コロナウ
イルスなどのヒトコロナウイルスとともにベータ
コロナウイルス属に分類される。後者の2つのウ
イルスは、過去10年間にヒトに呼吸器疾患の集団
発生を引き起こした。ECoVは近年、日本では成馬
の発熱性腸疾患、米国では食欲不振、無気力および
発熱を示す疾患の新たな流行に臨床的および疫学
的に関与している。
　コロナウイルス感染は、典型的には近位小腸か
ら始まって、結腸上皮細胞に広がり、腸絨毛の鈍化
さらに絨毛萎縮を引き起こす。上皮細胞が消失す
ると、栄養の吸収不良や消化不良、急性下痢などの
症状を示す。48－72時間の短い潜伏期間の後に、

成馬は発熱、食欲不振、沈鬱といった症状を示す。
感染馬の20%未満で軟便や水様便、疝痛症状が認
められる。少数のウマでは、高アンモニア血症によ
る急性の神経症状が認められ、著しい沈鬱、頭頸下
垂、運動失調、固有感覚欠損、横臥、眼振、発作など
の症状を示す。一般的に認められる血液検査所見
の異常は、好中球と／あるいはリンパ球の減少に
よる白血球減少である。ECoV感染症は、通常、抗炎
症剤投与や経口補液や輸液による対症療法によっ
て1－4日で治癒する。死亡例では、脳症を引き起
こすような代謝異常(高アンモニア血症)のみでは
なく敗血症、エンドトキシン血症が関与している。
　歴史的に、ECoVは電子顕微鏡 、抗原検出ELISA
あるいは糞便からのウイルス分離によって検出さ
れてきた。これらの検出方法は全て、特にウイルス
粒子数が少ない場合に感度が低い。ECoV核酸検出
に用いられる定量的ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
は、短時間で結果が得られる、高速多検体処理能
力、分析感度と特異度の上昇といった利点により、
多くの従来法によるウイルス検出法に取って代
わった。臨床状態とECoVに対するPCRの結果が
90%以上一致することから、糞便を用いたPCRは
最適な診断法とされる。
　感染馬は最長14日間、ECoVを排出し続ける。
ECoVは糞口感染し感染力が強いため、流行期間中
は、一般的な防疫対策手順が実施されるべきであ
る。ECoV のPCR陽性馬（症状の有無に関わらず）
は、ウイルスへの暴露のリスクを減らし環境のウ
イルス汚染を防ぐために、感染していない集団か
ら隔離すべきである。ウイルスに暴露された可能
性のあるウマは、感染の有無が確定するまで移動
してはならない。感染馬の隔離には空いている厩
舎や隔離施設を用いる。厩舎は、片側の出入り口を
閉鎖して隔離区域として用いる。厩務員やオー
ナーは、手袋、防護服（カバーオールや使い捨ての
ガウン）、隔離区域専用の靴を着用すべきである。
　手指は（温・冷水用蛇口や手指用消毒剤により）、
常に清潔にするべきである。
　隔離施設や各馬房の前には消毒槽あるいは消毒
マットを置いて、隔離飼育対策を実施すべきであ
る。こうした対策により、馬房から清浄区域への病
原体の拡散は最小限に抑えられる。交通を規制し

感染馬と一般人との接触を最小限にすることは非
常に重要である。日常の洗浄、消毒により衛生状態
は最大限に保たれる。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California

ラセンウジバエによるハエウジ症
　ハエウジ症とは、どのハエの種であってもその
幼虫（ウジ）が脊椎動物に侵入した状態を指す。ハ
エのなかには、両生類、爬虫類あるいは鳥類を宿主
として利用する種がいるが、たいていほとんどの
ハエは哺乳類に寄生する。ウマにおいて、典型的で
最も広く分布するハエは、内部寄生性のウマバエ

（Gasterophilus spp.）だが、その他多くのウジ（クロ
バエ類あるいはニクバエ類など）が偶発的にウマ
の外表から侵入することがある。これらのハエは
いずれも、一般的には宿主に対して深刻な脅威と
はならないものの、ラセンウジバエ（screwworm）
は別で、しばしば重大な問題となる。他の種のハエ
とは異なり、新世界ラセンウジバエ（Cochliomyia 
hominivorax）は、南北アメリカ土着のクロバエで
あり、そのウジはもっぱら温血動物の生体組織だ
けを貪欲に餌にする偏性寄生生物である。このハ
エは、かつてテキサス州南部とフロリダ州南部を
含む新熱帯区（訳注：中南米、カリブ海島嶼、フロリ
ダ半島を含む生物地理区の一つ）の大部分に分布
し、歴史的に野生動物および家畜に大きな被害を
もたらしていた。この冬期の避難所から、毎年夏に
は様々な範囲で北へ分布を広げ、何千頭もの動物
を傷害し、死に至らしめ、畜産業に大きな経済的損
失を与えてきた。二十世紀半ばにUSDAの科学者達
は、ラセンウジバエを害虫として根絶することを
目的とした革新的な方法を考案し、実地試験を始
めた。不妊虫放飼法技術（sterile insect technique：
SIT）は、何百万ものハエ成虫を隔離飼育し、放射線
照射により生殖能を不能とし、野外のラセンウジ

バエ集団を圧倒する数の不妊雄を放ち、その地域
の大部分の交尾雌バエが産卵した卵の孵化を阻止
する技術である。 この技術を何世代かに対して用
いることで、地域個体群は絶滅し、そしてまず米国
内において、その後2000年までには南方のパナマ
までラセンウジバエは着実に絶滅した。ラセンウ
ジバエは少数のカリブ海の島々および南米大陸の
北部で依然として生息しているが、パナマ東部の
バリアゾーンに不妊ハエを継続的に放出すること
によって、ラセンウジバエが北米に広がり再びは
びこることを防いでいる。米国内で最後の寄生動
物が認められたのは1982年のテキサス州であり、
それ以降はラセンウジバエの寄生は汚染地域から
輸入される動物およびヒトで多数確認されてお
り、適切に対処されてきた。これらの多くは、南米
から輸入される競走馬あるいはポロ用のポニーで
あり、検疫施設においてラセンウジバエが検出さ
れてきた。しかしながら、現在、フロリダ南端の諸
島（フロリダキーズ）では侵入したラセンウジバエ
の活動が活発で定着してしまった。これらのハエ
がどのように、そしてどこから米国内に侵入した
のかは未だに解明されていないが、寄生動物の大
部分が国立キーディア保護区に生息する絶滅危惧
種の鹿であるフロリダキーディアであることか
ら、その侵入は特に懸念されている。本稿の執筆時
点で、現地でペットとして飼育されているブタ、ネ
コおよびイヌに加えて、キーディアの群れのおよ
そ10%がラセンウジバエによって死亡している。
2016年9月末に初めて侵入が発見されてから、州
／連邦の対策本部の職員は、ラセンウジバエを
キーズ地域に封じ込め根絶させるためのいくつか
の戦略を行なってきた。それらの戦略として、侵入
範囲を確定するためにハエおよびウジの活動を監
視し継続的に調査すること、フロリダキーズから
でる全ての動物に対する獣医師による診察、寄生
され得る宿主動物に対する予防的処置および治
療、そして最も重要なこととして、パナマから輸入
される2500万匹以上の不妊ハエの放出によるSIT
の局地的適用などが挙げられる。2017年に入って
もこれらの適切な対策が継続されており、ラセン
ウジバエの拡散を防止、根絶し米国が再び清浄国
となることが期待される。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360

Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
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ウマの跛行に関するめざましい医学の進歩
　ウマの世界において、跛行は主要な問題である。
この点は皆が同意する。あなたの関心が一流の競
走馬にあろうがプレジャーホースにあろうが、あ
なたがプロの乗り手であろうがアマチュアであろ
うが、あなたの関心が大型の品種にあろうが小型
の品種にあろうが、筋骨格系の傷害はよくあるこ
とで、かつ潜在的に非常に重要な問題である。
　跛行の診断法と治療法はともに、この数十年間
にかなり進歩してきた。重要なのは、今まで以上に
明るい兆しが将来待ち受けているということだ。
科学技術は、臨床分野においても活発に進歩を促
し続けている。
　細胞生物学がその良い例である。ゲノム規模（全
てのDNAあるいは全てのRNAを含む）で適用可能
な次世代シークエンシングによって、今日では
個々の組織や細胞のタイプについて遺伝子発現を
包括的に比較することが可能である。データに基
づく科学的アプローチにより、見過ごされてきた
数多くの遺伝子が重要であることが明らかになっ
ている。その結果として、細胞の同定、正常な機能
そして跛行に直接関与する発症メカニズムについ
て、新しい見識がもたらされている。
　個別の細胞種に対する新たな知見によって、診
断法や治療法は洗練される。軟骨を例としてみて
みよう。私達の体には、関節軟骨、関節以外の構造
軟骨、軟骨内骨化と呼ばれるプロセスを通じて骨
に置換される軟骨などのいくつかの異なる軟骨組
織がある。全ての軟骨には共通する特徴があるが、
関節軟骨細胞を特徴付ける特有の細胞特性を理解
することは、関節疾患について考えるうえで明ら
かに重要な要素である。
　この先、獣医師は、鑑別診断を洗練させるため、
最適な治療法を選択するため、そして患畜をモニ
タリングするために分子バイオメーカーパネルを

ますます利用するであろう。癌患者に対してこれ
らのアプローチが試みられていることは既知の事
実である。そしてそれと同じ概念は、骨、軟骨、腱、
靭帯や筋組織にも適用できる。臨床現場の目的と
しては、疾病の早期発見や治療法に対する患者の
反応と同様に、健康状態をモニタリングするため
の感度の向上が挙げられる。
　治療レベルにおいて、細胞ベースのアプローチ
は、高い関心を生み出し、そして正しい根拠があ
る。“幹細胞”という用語がしばしば話題に上がる。
細胞は、効果的なウマ特異的成長因子や分化因子
を損傷部位へ到達させるため、患畜の免疫系を適
切な方法で調節するため、またいくつかの症例で
は直接、修復組織の基とするために治療目的で用
いられる。学ぶことは多くあり、そして誤った情報
も多くあるが、細胞ベースの治療法には実際に多
くの希望があるのだ。
　最後に、我々は医療情報学の時代に突入した。コ
ンピューター科学においてハードウェア、ソフト
ウェア、データストレージは急速に進歩しており、
個々の遺伝子あるいは一人の患者のみを見ること
では正しく評価しにくい生物医学的な関係やパ
ターンを、「-omic（訳注：「研究対象＋omic」でその
対象の多量の情報を系統的に扱う研究分野の意）」
や集団レベルで解決できる“ビッグデータ”分析を
可能にする。例えるなら、地上に立ったままで、穀
物畑のミステリーサークルと他の模様を区別する
のがいかに難しいかと言う事だ。飛行機の窓から
見下ろせばすぐに区別できる。包括的解析と標的
解析は、二者択一の問題ではなく、両者とも重要で
ありしばしば互いに補完するものである。では、ウ
マの跛行に関する課題に対する取り組みにおい
て、私達はどうやってさらなる進歩を促すことが
できるだろうか？答えの中で非常に重要な部分
は、知識を向上させるための質の高い科学研究で

ある。私達はケンタッキー州立大学において、総合
研究チームが業界団体、臨床家、獣医師やウマの専
門家と一緒に取り組むことを可能にする馬スポー
ツ研究構想（Eques t r i an  Spo r t s  Re sea r ch  
Initiative）を策定した。ウマスポーツ医学における
健康と福祉に関する問題は、基礎から臨床レベル
までウマ、騎乗者と馬場の問題を同時に考えなが
ら研究されてきている。 上述のとおり、科学や技
術の進歩は生物医学分野の進歩を促進している。
客観的な科学研究や、その結果として得られる新
しい知見は総じて重要であり、最優先事項とされ
る必要がある。

連絡先：
James N. MacLeod, VMD, PhD
jnmacleod@uky.edu
(859) 218-1099
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, KY

国際情報
2016年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　アフリカ馬疫の発生が、アフリカ共和国の常在
地域において報告されたが、ウエスタン・ケープ州
の疫学監視地域においては確認されなかった。
　馬インフルエンザの発生が、ドイツ（単発症例）、
イギリス（ワクチン未接種の牝の子馬1例）ならび
に米国（風土病）で報告された。米国では、カリフォ
ルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ケンタッ
キー州、ニュージャージー州およびニューヨーク
州において発生が確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール
ならびに米国で、腺疫の発生が報告された。その発
生数は、それぞれフランスでは4件、ドイツでは12
件（全て単発症例）、アイルランドでは2施設で19
例、シンガポールでは輸入馬の1例、米国では17州
で多数の発生であった。米国では、およそ36施設
において99例が確認され、そのうち1例は馬ヘル
ペスウイルス4型と混合感染していた。

　フランスおよび南アフリカで馬ヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）が発生した。フランスにおける症例
は、体温上昇が唯一の臨床兆候だった。南アフリカ
における発生については、臨床症状に関する詳細
な報告はなかった。EHV-1による流産が、アイルラ
ンド、南アフリカおよびイギリスで発生し、そのい
ずれも単発例であった。EHV-1による神経疾患の
発生が、フランス、南アフリカおよび米国でそれぞ
れ1例ずつ確認された。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（7
件）、南アフリカおよびスイス（それぞれ1例ず
つ）、そしてイギリス（2件；感染馬の症例数はいず
れの発生においても限定的）で報告された。ドイツ
では、鼻腔スワブでEHV-4が検出された1例に、神
経症状が認められた。
　EHV-2やあるいはEHV-5感染が米国で確認さ
れ、主に呼吸器症状を呈していた。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、サスカチュワン州の3施設にお
いて9例が確認された。米国では、ニューヨーク州
およびオクラホマ州においてそれぞれ2施設で2
例ずつ確認された。
　フランスでは、馬ピロプラズマ病が風土病であ
ると報告された。米国では、Theileria equi感染が
クォーターホース種の競走馬で確認され、テネ
シー州（17例）およびワイオミング州／ユタ州（21
例）で開催された草競馬に出走していた。
　ドイツでは、馬伝染性子宮炎（CEM）が8施設で9
例発生した。そのほとんどは種牡馬でアイスラン
ド種であった。
　米国では、第3四半期においてサルモネラ症の
発生が確認された。サルモネラB群が2例、C1群が
10例およびD1群が2例であった。
　β2毒素産生型であるClostridium perfringens A
型によるクロストリジウム性腸炎の発生が米国で
報告され、ケンタッキー州で2例、ミネソタ州で2
例が確認された。
　子馬のロタウイルス感染の限定的な発生が、フ
ランスおよびドイツで確認された。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染が1例の子馬で診断された。
　米国のフロリダ州およびオクラホマ州では、狂

犬病がそれぞれ1例報告された。
　当期、米国で東部馬脳炎が49例報告された。フ
ロリダ州、ウィスコンシン州およびサウスカロラ
イナ州で最も多発した。
　米国の17州で、合計88例のウエストナイル脳炎
が確認された。そのほとんどはワクチン未接種あ
るいはワクチン接種が不完全な馬であった。
　ロドコッカスに関連した疾患は、米国で風土病
とされている。本病の感染率を推定することは非
常に困難であるにもかかわらず、この第3四半期
に約40例が確認された。
　日本では、ゲタウイルス感染が1施設で8例確認
され、そのほとんどはワクチン接種歴が不完全で
あった。発症馬は本症に典型的な臨床症状を呈し
た。
　米国のメリーランド州およびウエストバージニ
ア州では、馬単球性エールリヒア症が3例発生し
た。ドイツやスイスでもエールリヒア症の単発症
例が確認された。
 
観察、科学とウマの跛行診断
　ウマの疼痛に関連する歩様の異常の多くは、騎
乗時にのみわかり、引き馬や調馬索時にははっき
りとわからない。このようなウマは騎乗しても、跛
行が明らかにならないこともある。近年、歩様の客
観的評価には多くの技術的進歩があるが、それら
は一般的に歩様の左右対称性の変化（その結果、全
身の強ばりや運動意欲の欠如などのパフォーマン
スの低下、後肢の協調や推進の欠如などの動きの
質の変化、ウマの口を介した手綱やハミによるコ
ンタクトでの騎乗者の感触の変化をもたらす）の
検出には限界がある。
　騎乗者は、しばしばこれらの問題が胸腰部の疼
痛に起因すると決めてかかる。なぜならウマに騎
乗した際にのみ症状が発現するからである。その
ようなウマは、調馬索運動を行うと輪線の内側に
入り込むかもしれない。そして、しばしば片側の調
馬策に偏り、著しい軸上筋の収縮を示す。しかし、
実験的に前肢あるいは後肢の跛行を起こした場
合、胸腰仙骨部位における脊柱の可動域を減少さ
せる可能性があるということが研究によって示さ
れてきた。放射線検査によって棘突起の接触が認

められることがある。この所見により、胸腰部の疼
痛が主要な問題であるとしばしば誤った結論に
至ってしまう。私達は、診断麻酔を用いて明らかな
あるいは無症状の跛行を消失させることによっ
て、騎乗者がしばしばウマの背中の可動域の増加
に気付くことを示してきた。
　これらの臨床所見の調査のために、引き馬、屈曲
テスト、軟らかい馬場と硬い馬場両方での調馬索
運動や騎乗時に、跛行していないと主観的に思わ
れる正常なウマを研究してきた。調馬索運動にお
ける体の傾きと胸腰部の可動域について、胸腰部
や骨盤部の予め決めた位置に置かれた慣性計測装
置を用いて客観的に測定した。これらの研究に
よって胸腰仙椎の正常な可動域を明らかとし、健
康なウマは調馬索運動時の体の傾きはわずかで左
右対称であるということを示してきた。私達はま
た跛行しているウマについても調馬索運動におけ
る体の傾きを測定し、しばしば手前肢の向きに
よっては動きが非対称となり、正常馬に比べて少
なくともどちらか一方により大きく傾くというこ
とを示してきた。診断麻酔によって跛行が大幅に
改善されると、どちらの手前肢においても体の傾
きが減少し、左右対称性が回復する結果となる。さ
らに、診断麻酔によって跛行が改善された場合、胸
腰仙椎領域の可動域は増加し、特に胸後部や腰部
において顕著である。私達は、鞍のずれがいつも同
じ側に起こる傾向がある場合はたいてい後肢の跛
行に関連することを突き止めた。診断麻酔によっ
て跛行が消失すると、鞍ずれは改善される。通常、
鞍は後肢の跛行している側かあるいは強く跛行し
ている側にずれ、軽度の側にずれることは少ない。
鞍ずれは、おそらく胸腰仙椎領域の可動域の変化
によって生じ、それはウマによって異なる。鞍ずれ
は、後肢の跛行があるかもしれないという指標に
なる可能性がある。
　速歩の場合にははっきりしない跛行でも、駈歩
時に見せる、回転駈歩や頻繁な前肢あるいは後肢
の手前変換、身体のねじれ、正常な三拍リズムの消
失、両後肢が着地する場所やタイミングが異常に
近かったり、離れたりするといったことから、筋骨
格系の痛みがわかることがある。これらの所見は
調馬索あるいは騎乗時にはっきりするもしれな

い。もし仙腸関節痛が疼痛やパフォーマンスの低
下に関与しているならば、引き馬時に見られる
元々の跛行の消失は、逆に駈歩時により悪化して
いるように見える可能性がある。
　このような観察は、パフォーマンスに問題のあ
るウマを、引き馬、調馬索運動および騎乗時（標準
的な騎乗者が望ましいが）に、評価することが重要
であることを強調する。ウマは常歩、速歩および駈
歩で評価するべきであり、歩様のある状態が診断
麻酔によって改善されたとしても、他の状態では
悪化する可能性があることを心に留めるべきであ
る。ウマは、彼らにとって最も難しい動きをしてい
るときにも評価するべきである。なぜならあるウ
マは、そうした条件下でのみ問題が明らかになる
からである。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
 
ウマコロナウイルス－成馬の新たな腸内ウイルス
　ウマコロナウイルス (ECoV)は、ウシコロナウイ
ルス、ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、マウス肝
炎ウイルス、ネズミコロナウイルス(ラット唾液腺
涙腺炎ウイルス)、OC43、HKU1、重症急性呼吸器症
候群コロナウイルスや中東呼吸器症候群コロナウ
イルスなどのヒトコロナウイルスとともにベータ
コロナウイルス属に分類される。後者の2つのウ
イルスは、過去10年間にヒトに呼吸器疾患の集団
発生を引き起こした。ECoVは近年、日本では成馬
の発熱性腸疾患、米国では食欲不振、無気力および
発熱を示す疾患の新たな流行に臨床的および疫学
的に関与している。
　コロナウイルス感染は、典型的には近位小腸か
ら始まって、結腸上皮細胞に広がり、腸絨毛の鈍化
さらに絨毛萎縮を引き起こす。上皮細胞が消失す
ると、栄養の吸収不良や消化不良、急性下痢などの
症状を示す。48－72時間の短い潜伏期間の後に、

成馬は発熱、食欲不振、沈鬱といった症状を示す。
感染馬の20%未満で軟便や水様便、疝痛症状が認
められる。少数のウマでは、高アンモニア血症によ
る急性の神経症状が認められ、著しい沈鬱、頭頸下
垂、運動失調、固有感覚欠損、横臥、眼振、発作など
の症状を示す。一般的に認められる血液検査所見
の異常は、好中球と／あるいはリンパ球の減少に
よる白血球減少である。ECoV感染症は、通常、抗炎
症剤投与や経口補液や輸液による対症療法によっ
て1－4日で治癒する。死亡例では、脳症を引き起
こすような代謝異常(高アンモニア血症)のみでは
なく敗血症、エンドトキシン血症が関与している。
　歴史的に、ECoVは電子顕微鏡 、抗原検出ELISA
あるいは糞便からのウイルス分離によって検出さ
れてきた。これらの検出方法は全て、特にウイルス
粒子数が少ない場合に感度が低い。ECoV核酸検出
に用いられる定量的ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
は、短時間で結果が得られる、高速多検体処理能
力、分析感度と特異度の上昇といった利点により、
多くの従来法によるウイルス検出法に取って代
わった。臨床状態とECoVに対するPCRの結果が
90%以上一致することから、糞便を用いたPCRは
最適な診断法とされる。
　感染馬は最長14日間、ECoVを排出し続ける。
ECoVは糞口感染し感染力が強いため、流行期間中
は、一般的な防疫対策手順が実施されるべきであ
る。ECoV のPCR陽性馬（症状の有無に関わらず）
は、ウイルスへの暴露のリスクを減らし環境のウ
イルス汚染を防ぐために、感染していない集団か
ら隔離すべきである。ウイルスに暴露された可能
性のあるウマは、感染の有無が確定するまで移動
してはならない。感染馬の隔離には空いている厩
舎や隔離施設を用いる。厩舎は、片側の出入り口を
閉鎖して隔離区域として用いる。厩務員やオー
ナーは、手袋、防護服（カバーオールや使い捨ての
ガウン）、隔離区域専用の靴を着用すべきである。
　手指は（温・冷水用蛇口や手指用消毒剤により）、
常に清潔にするべきである。
　隔離施設や各馬房の前には消毒槽あるいは消毒
マットを置いて、隔離飼育対策を実施すべきであ
る。こうした対策により、馬房から清浄区域への病
原体の拡散は最小限に抑えられる。交通を規制し

感染馬と一般人との接触を最小限にすることは非
常に重要である。日常の洗浄、消毒により衛生状態
は最大限に保たれる。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California

ラセンウジバエによるハエウジ症
　ハエウジ症とは、どのハエの種であってもその
幼虫（ウジ）が脊椎動物に侵入した状態を指す。ハ
エのなかには、両生類、爬虫類あるいは鳥類を宿主
として利用する種がいるが、たいていほとんどの
ハエは哺乳類に寄生する。ウマにおいて、典型的で
最も広く分布するハエは、内部寄生性のウマバエ

（Gasterophilus spp.）だが、その他多くのウジ（クロ
バエ類あるいはニクバエ類など）が偶発的にウマ
の外表から侵入することがある。これらのハエは
いずれも、一般的には宿主に対して深刻な脅威と
はならないものの、ラセンウジバエ（screwworm）
は別で、しばしば重大な問題となる。他の種のハエ
とは異なり、新世界ラセンウジバエ（Cochliomyia 
hominivorax）は、南北アメリカ土着のクロバエで
あり、そのウジはもっぱら温血動物の生体組織だ
けを貪欲に餌にする偏性寄生生物である。このハ
エは、かつてテキサス州南部とフロリダ州南部を
含む新熱帯区（訳注：中南米、カリブ海島嶼、フロリ
ダ半島を含む生物地理区の一つ）の大部分に分布
し、歴史的に野生動物および家畜に大きな被害を
もたらしていた。この冬期の避難所から、毎年夏に
は様々な範囲で北へ分布を広げ、何千頭もの動物
を傷害し、死に至らしめ、畜産業に大きな経済的損
失を与えてきた。二十世紀半ばにUSDAの科学者達
は、ラセンウジバエを害虫として根絶することを
目的とした革新的な方法を考案し、実地試験を始
めた。不妊虫放飼法技術（sterile insect technique：
SIT）は、何百万ものハエ成虫を隔離飼育し、放射線
照射により生殖能を不能とし、野外のラセンウジ

バエ集団を圧倒する数の不妊雄を放ち、その地域
の大部分の交尾雌バエが産卵した卵の孵化を阻止
する技術である。 この技術を何世代かに対して用
いることで、地域個体群は絶滅し、そしてまず米国
内において、その後2000年までには南方のパナマ
までラセンウジバエは着実に絶滅した。ラセンウ
ジバエは少数のカリブ海の島々および南米大陸の
北部で依然として生息しているが、パナマ東部の
バリアゾーンに不妊ハエを継続的に放出すること
によって、ラセンウジバエが北米に広がり再びは
びこることを防いでいる。米国内で最後の寄生動
物が認められたのは1982年のテキサス州であり、
それ以降はラセンウジバエの寄生は汚染地域から
輸入される動物およびヒトで多数確認されてお
り、適切に対処されてきた。これらの多くは、南米
から輸入される競走馬あるいはポロ用のポニーで
あり、検疫施設においてラセンウジバエが検出さ
れてきた。しかしながら、現在、フロリダ南端の諸
島（フロリダキーズ）では侵入したラセンウジバエ
の活動が活発で定着してしまった。これらのハエ
がどのように、そしてどこから米国内に侵入した
のかは未だに解明されていないが、寄生動物の大
部分が国立キーディア保護区に生息する絶滅危惧
種の鹿であるフロリダキーディアであることか
ら、その侵入は特に懸念されている。本稿の執筆時
点で、現地でペットとして飼育されているブタ、ネ
コおよびイヌに加えて、キーディアの群れのおよ
そ10%がラセンウジバエによって死亡している。
2016年9月末に初めて侵入が発見されてから、州
／連邦の対策本部の職員は、ラセンウジバエを
キーズ地域に封じ込め根絶させるためのいくつか
の戦略を行なってきた。それらの戦略として、侵入
範囲を確定するためにハエおよびウジの活動を監
視し継続的に調査すること、フロリダキーズから
でる全ての動物に対する獣医師による診察、寄生
され得る宿主動物に対する予防的処置および治
療、そして最も重要なこととして、パナマから輸入
される2500万匹以上の不妊ハエの放出によるSIT
の局地的適用などが挙げられる。2017年に入って
もこれらの適切な対策が継続されており、ラセン
ウジバエの拡散を防止、根絶し米国が再び清浄国
となることが期待される。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360

Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
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ウマの跛行に関するめざましい医学の進歩
　ウマの世界において、跛行は主要な問題である。
この点は皆が同意する。あなたの関心が一流の競
走馬にあろうがプレジャーホースにあろうが、あ
なたがプロの乗り手であろうがアマチュアであろ
うが、あなたの関心が大型の品種にあろうが小型
の品種にあろうが、筋骨格系の傷害はよくあるこ
とで、かつ潜在的に非常に重要な問題である。
　跛行の診断法と治療法はともに、この数十年間
にかなり進歩してきた。重要なのは、今まで以上に
明るい兆しが将来待ち受けているということだ。
科学技術は、臨床分野においても活発に進歩を促
し続けている。
　細胞生物学がその良い例である。ゲノム規模（全
てのDNAあるいは全てのRNAを含む）で適用可能
な次世代シークエンシングによって、今日では
個々の組織や細胞のタイプについて遺伝子発現を
包括的に比較することが可能である。データに基
づく科学的アプローチにより、見過ごされてきた
数多くの遺伝子が重要であることが明らかになっ
ている。その結果として、細胞の同定、正常な機能
そして跛行に直接関与する発症メカニズムについ
て、新しい見識がもたらされている。
　個別の細胞種に対する新たな知見によって、診
断法や治療法は洗練される。軟骨を例としてみて
みよう。私達の体には、関節軟骨、関節以外の構造
軟骨、軟骨内骨化と呼ばれるプロセスを通じて骨
に置換される軟骨などのいくつかの異なる軟骨組
織がある。全ての軟骨には共通する特徴があるが、
関節軟骨細胞を特徴付ける特有の細胞特性を理解
することは、関節疾患について考えるうえで明ら
かに重要な要素である。
　この先、獣医師は、鑑別診断を洗練させるため、
最適な治療法を選択するため、そして患畜をモニ
タリングするために分子バイオメーカーパネルを

ますます利用するであろう。癌患者に対してこれ
らのアプローチが試みられていることは既知の事
実である。そしてそれと同じ概念は、骨、軟骨、腱、
靭帯や筋組織にも適用できる。臨床現場の目的と
しては、疾病の早期発見や治療法に対する患者の
反応と同様に、健康状態をモニタリングするため
の感度の向上が挙げられる。
　治療レベルにおいて、細胞ベースのアプローチ
は、高い関心を生み出し、そして正しい根拠があ
る。“幹細胞”という用語がしばしば話題に上がる。
細胞は、効果的なウマ特異的成長因子や分化因子
を損傷部位へ到達させるため、患畜の免疫系を適
切な方法で調節するため、またいくつかの症例で
は直接、修復組織の基とするために治療目的で用
いられる。学ぶことは多くあり、そして誤った情報
も多くあるが、細胞ベースの治療法には実際に多
くの希望があるのだ。
　最後に、我々は医療情報学の時代に突入した。コ
ンピューター科学においてハードウェア、ソフト
ウェア、データストレージは急速に進歩しており、
個々の遺伝子あるいは一人の患者のみを見ること
では正しく評価しにくい生物医学的な関係やパ
ターンを、「-omic（訳注：「研究対象＋omic」でその
対象の多量の情報を系統的に扱う研究分野の意）」
や集団レベルで解決できる“ビッグデータ”分析を
可能にする。例えるなら、地上に立ったままで、穀
物畑のミステリーサークルと他の模様を区別する
のがいかに難しいかと言う事だ。飛行機の窓から
見下ろせばすぐに区別できる。包括的解析と標的
解析は、二者択一の問題ではなく、両者とも重要で
ありしばしば互いに補完するものである。では、ウ
マの跛行に関する課題に対する取り組みにおい
て、私達はどうやってさらなる進歩を促すことが
できるだろうか？答えの中で非常に重要な部分
は、知識を向上させるための質の高い科学研究で

ある。私達はケンタッキー州立大学において、総合
研究チームが業界団体、臨床家、獣医師やウマの専
門家と一緒に取り組むことを可能にする馬スポー
ツ研究構想（Eques t r i an  Spo r t s  Re sea r ch  
Initiative）を策定した。ウマスポーツ医学における
健康と福祉に関する問題は、基礎から臨床レベル
までウマ、騎乗者と馬場の問題を同時に考えなが
ら研究されてきている。 上述のとおり、科学や技
術の進歩は生物医学分野の進歩を促進している。
客観的な科学研究や、その結果として得られる新
しい知見は総じて重要であり、最優先事項とされ
る必要がある。

連絡先：
James N. MacLeod, VMD, PhD
jnmacleod@uky.edu
(859) 218-1099
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, KY

国際情報
2016年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　アフリカ馬疫の発生が、アフリカ共和国の常在
地域において報告されたが、ウエスタン・ケープ州
の疫学監視地域においては確認されなかった。
　馬インフルエンザの発生が、ドイツ（単発症例）、
イギリス（ワクチン未接種の牝の子馬1例）ならび
に米国（風土病）で報告された。米国では、カリフォ
ルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ケンタッ
キー州、ニュージャージー州およびニューヨーク
州において発生が確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール
ならびに米国で、腺疫の発生が報告された。その発
生数は、それぞれフランスでは4件、ドイツでは12
件（全て単発症例）、アイルランドでは2施設で19
例、シンガポールでは輸入馬の1例、米国では17州
で多数の発生であった。米国では、およそ36施設
において99例が確認され、そのうち1例は馬ヘル
ペスウイルス4型と混合感染していた。

　フランスおよび南アフリカで馬ヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）が発生した。フランスにおける症例
は、体温上昇が唯一の臨床兆候だった。南アフリカ
における発生については、臨床症状に関する詳細
な報告はなかった。EHV-1による流産が、アイルラ
ンド、南アフリカおよびイギリスで発生し、そのい
ずれも単発例であった。EHV-1による神経疾患の
発生が、フランス、南アフリカおよび米国でそれぞ
れ1例ずつ確認された。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（7
件）、南アフリカおよびスイス（それぞれ1例ず
つ）、そしてイギリス（2件；感染馬の症例数はいず
れの発生においても限定的）で報告された。ドイツ
では、鼻腔スワブでEHV-4が検出された1例に、神
経症状が認められた。
　EHV-2やあるいはEHV-5感染が米国で確認さ
れ、主に呼吸器症状を呈していた。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、サスカチュワン州の3施設にお
いて9例が確認された。米国では、ニューヨーク州
およびオクラホマ州においてそれぞれ2施設で2
例ずつ確認された。
　フランスでは、馬ピロプラズマ病が風土病であ
ると報告された。米国では、Theileria equi感染が
クォーターホース種の競走馬で確認され、テネ
シー州（17例）およびワイオミング州／ユタ州（21
例）で開催された草競馬に出走していた。
　ドイツでは、馬伝染性子宮炎（CEM）が8施設で9
例発生した。そのほとんどは種牡馬でアイスラン
ド種であった。
　米国では、第3四半期においてサルモネラ症の
発生が確認された。サルモネラB群が2例、C1群が
10例およびD1群が2例であった。
　β2毒素産生型であるClostridium perfringens A
型によるクロストリジウム性腸炎の発生が米国で
報告され、ケンタッキー州で2例、ミネソタ州で2
例が確認された。
　子馬のロタウイルス感染の限定的な発生が、フ
ランスおよびドイツで確認された。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染が1例の子馬で診断された。
　米国のフロリダ州およびオクラホマ州では、狂

犬病がそれぞれ1例報告された。
　当期、米国で東部馬脳炎が49例報告された。フ
ロリダ州、ウィスコンシン州およびサウスカロラ
イナ州で最も多発した。
　米国の17州で、合計88例のウエストナイル脳炎
が確認された。そのほとんどはワクチン未接種あ
るいはワクチン接種が不完全な馬であった。
　ロドコッカスに関連した疾患は、米国で風土病
とされている。本病の感染率を推定することは非
常に困難であるにもかかわらず、この第3四半期
に約40例が確認された。
　日本では、ゲタウイルス感染が1施設で8例確認
され、そのほとんどはワクチン接種歴が不完全で
あった。発症馬は本症に典型的な臨床症状を呈し
た。
　米国のメリーランド州およびウエストバージニ
ア州では、馬単球性エールリヒア症が3例発生し
た。ドイツやスイスでもエールリヒア症の単発症
例が確認された。
 
観察、科学とウマの跛行診断
　ウマの疼痛に関連する歩様の異常の多くは、騎
乗時にのみわかり、引き馬や調馬索時にははっき
りとわからない。このようなウマは騎乗しても、跛
行が明らかにならないこともある。近年、歩様の客
観的評価には多くの技術的進歩があるが、それら
は一般的に歩様の左右対称性の変化（その結果、全
身の強ばりや運動意欲の欠如などのパフォーマン
スの低下、後肢の協調や推進の欠如などの動きの
質の変化、ウマの口を介した手綱やハミによるコ
ンタクトでの騎乗者の感触の変化をもたらす）の
検出には限界がある。
　騎乗者は、しばしばこれらの問題が胸腰部の疼
痛に起因すると決めてかかる。なぜならウマに騎
乗した際にのみ症状が発現するからである。その
ようなウマは、調馬索運動を行うと輪線の内側に
入り込むかもしれない。そして、しばしば片側の調
馬策に偏り、著しい軸上筋の収縮を示す。しかし、
実験的に前肢あるいは後肢の跛行を起こした場
合、胸腰仙骨部位における脊柱の可動域を減少さ
せる可能性があるということが研究によって示さ
れてきた。放射線検査によって棘突起の接触が認

められることがある。この所見により、胸腰部の疼
痛が主要な問題であるとしばしば誤った結論に
至ってしまう。私達は、診断麻酔を用いて明らかな
あるいは無症状の跛行を消失させることによっ
て、騎乗者がしばしばウマの背中の可動域の増加
に気付くことを示してきた。
　これらの臨床所見の調査のために、引き馬、屈曲
テスト、軟らかい馬場と硬い馬場両方での調馬索
運動や騎乗時に、跛行していないと主観的に思わ
れる正常なウマを研究してきた。調馬索運動にお
ける体の傾きと胸腰部の可動域について、胸腰部
や骨盤部の予め決めた位置に置かれた慣性計測装
置を用いて客観的に測定した。これらの研究に
よって胸腰仙椎の正常な可動域を明らかとし、健
康なウマは調馬索運動時の体の傾きはわずかで左
右対称であるということを示してきた。私達はま
た跛行しているウマについても調馬索運動におけ
る体の傾きを測定し、しばしば手前肢の向きに
よっては動きが非対称となり、正常馬に比べて少
なくともどちらか一方により大きく傾くというこ
とを示してきた。診断麻酔によって跛行が大幅に
改善されると、どちらの手前肢においても体の傾
きが減少し、左右対称性が回復する結果となる。さ
らに、診断麻酔によって跛行が改善された場合、胸
腰仙椎領域の可動域は増加し、特に胸後部や腰部
において顕著である。私達は、鞍のずれがいつも同
じ側に起こる傾向がある場合はたいてい後肢の跛
行に関連することを突き止めた。診断麻酔によっ
て跛行が消失すると、鞍ずれは改善される。通常、
鞍は後肢の跛行している側かあるいは強く跛行し
ている側にずれ、軽度の側にずれることは少ない。
鞍ずれは、おそらく胸腰仙椎領域の可動域の変化
によって生じ、それはウマによって異なる。鞍ずれ
は、後肢の跛行があるかもしれないという指標に
なる可能性がある。
　速歩の場合にははっきりしない跛行でも、駈歩
時に見せる、回転駈歩や頻繁な前肢あるいは後肢
の手前変換、身体のねじれ、正常な三拍リズムの消
失、両後肢が着地する場所やタイミングが異常に
近かったり、離れたりするといったことから、筋骨
格系の痛みがわかることがある。これらの所見は
調馬索あるいは騎乗時にはっきりするもしれな

い。もし仙腸関節痛が疼痛やパフォーマンスの低
下に関与しているならば、引き馬時に見られる
元々の跛行の消失は、逆に駈歩時により悪化して
いるように見える可能性がある。
　このような観察は、パフォーマンスに問題のあ
るウマを、引き馬、調馬索運動および騎乗時（標準
的な騎乗者が望ましいが）に、評価することが重要
であることを強調する。ウマは常歩、速歩および駈
歩で評価するべきであり、歩様のある状態が診断
麻酔によって改善されたとしても、他の状態では
悪化する可能性があることを心に留めるべきであ
る。ウマは、彼らにとって最も難しい動きをしてい
るときにも評価するべきである。なぜならあるウ
マは、そうした条件下でのみ問題が明らかになる
からである。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
 
ウマコロナウイルス－成馬の新たな腸内ウイルス
　ウマコロナウイルス (ECoV)は、ウシコロナウイ
ルス、ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、マウス肝
炎ウイルス、ネズミコロナウイルス(ラット唾液腺
涙腺炎ウイルス)、OC43、HKU1、重症急性呼吸器症
候群コロナウイルスや中東呼吸器症候群コロナウ
イルスなどのヒトコロナウイルスとともにベータ
コロナウイルス属に分類される。後者の2つのウ
イルスは、過去10年間にヒトに呼吸器疾患の集団
発生を引き起こした。ECoVは近年、日本では成馬
の発熱性腸疾患、米国では食欲不振、無気力および
発熱を示す疾患の新たな流行に臨床的および疫学
的に関与している。
　コロナウイルス感染は、典型的には近位小腸か
ら始まって、結腸上皮細胞に広がり、腸絨毛の鈍化
さらに絨毛萎縮を引き起こす。上皮細胞が消失す
ると、栄養の吸収不良や消化不良、急性下痢などの
症状を示す。48－72時間の短い潜伏期間の後に、

成馬は発熱、食欲不振、沈鬱といった症状を示す。
感染馬の20%未満で軟便や水様便、疝痛症状が認
められる。少数のウマでは、高アンモニア血症によ
る急性の神経症状が認められ、著しい沈鬱、頭頸下
垂、運動失調、固有感覚欠損、横臥、眼振、発作など
の症状を示す。一般的に認められる血液検査所見
の異常は、好中球と／あるいはリンパ球の減少に
よる白血球減少である。ECoV感染症は、通常、抗炎
症剤投与や経口補液や輸液による対症療法によっ
て1－4日で治癒する。死亡例では、脳症を引き起
こすような代謝異常(高アンモニア血症)のみでは
なく敗血症、エンドトキシン血症が関与している。
　歴史的に、ECoVは電子顕微鏡 、抗原検出ELISA
あるいは糞便からのウイルス分離によって検出さ
れてきた。これらの検出方法は全て、特にウイルス
粒子数が少ない場合に感度が低い。ECoV核酸検出
に用いられる定量的ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
は、短時間で結果が得られる、高速多検体処理能
力、分析感度と特異度の上昇といった利点により、
多くの従来法によるウイルス検出法に取って代
わった。臨床状態とECoVに対するPCRの結果が
90%以上一致することから、糞便を用いたPCRは
最適な診断法とされる。
　感染馬は最長14日間、ECoVを排出し続ける。
ECoVは糞口感染し感染力が強いため、流行期間中
は、一般的な防疫対策手順が実施されるべきであ
る。ECoV のPCR陽性馬（症状の有無に関わらず）
は、ウイルスへの暴露のリスクを減らし環境のウ
イルス汚染を防ぐために、感染していない集団か
ら隔離すべきである。ウイルスに暴露された可能
性のあるウマは、感染の有無が確定するまで移動
してはならない。感染馬の隔離には空いている厩
舎や隔離施設を用いる。厩舎は、片側の出入り口を
閉鎖して隔離区域として用いる。厩務員やオー
ナーは、手袋、防護服（カバーオールや使い捨ての
ガウン）、隔離区域専用の靴を着用すべきである。
　手指は（温・冷水用蛇口や手指用消毒剤により）、
常に清潔にするべきである。
　隔離施設や各馬房の前には消毒槽あるいは消毒
マットを置いて、隔離飼育対策を実施すべきであ
る。こうした対策により、馬房から清浄区域への病
原体の拡散は最小限に抑えられる。交通を規制し

感染馬と一般人との接触を最小限にすることは非
常に重要である。日常の洗浄、消毒により衛生状態
は最大限に保たれる。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California

ラセンウジバエによるハエウジ症
　ハエウジ症とは、どのハエの種であってもその
幼虫（ウジ）が脊椎動物に侵入した状態を指す。ハ
エのなかには、両生類、爬虫類あるいは鳥類を宿主
として利用する種がいるが、たいていほとんどの
ハエは哺乳類に寄生する。ウマにおいて、典型的で
最も広く分布するハエは、内部寄生性のウマバエ

（Gasterophilus spp.）だが、その他多くのウジ（クロ
バエ類あるいはニクバエ類など）が偶発的にウマ
の外表から侵入することがある。これらのハエは
いずれも、一般的には宿主に対して深刻な脅威と
はならないものの、ラセンウジバエ（screwworm）
は別で、しばしば重大な問題となる。他の種のハエ
とは異なり、新世界ラセンウジバエ（Cochliomyia 
hominivorax）は、南北アメリカ土着のクロバエで
あり、そのウジはもっぱら温血動物の生体組織だ
けを貪欲に餌にする偏性寄生生物である。このハ
エは、かつてテキサス州南部とフロリダ州南部を
含む新熱帯区（訳注：中南米、カリブ海島嶼、フロリ
ダ半島を含む生物地理区の一つ）の大部分に分布
し、歴史的に野生動物および家畜に大きな被害を
もたらしていた。この冬期の避難所から、毎年夏に
は様々な範囲で北へ分布を広げ、何千頭もの動物
を傷害し、死に至らしめ、畜産業に大きな経済的損
失を与えてきた。二十世紀半ばにUSDAの科学者達
は、ラセンウジバエを害虫として根絶することを
目的とした革新的な方法を考案し、実地試験を始
めた。不妊虫放飼法技術（sterile insect technique：
SIT）は、何百万ものハエ成虫を隔離飼育し、放射線
照射により生殖能を不能とし、野外のラセンウジ

バエ集団を圧倒する数の不妊雄を放ち、その地域
の大部分の交尾雌バエが産卵した卵の孵化を阻止
する技術である。 この技術を何世代かに対して用
いることで、地域個体群は絶滅し、そしてまず米国
内において、その後2000年までには南方のパナマ
までラセンウジバエは着実に絶滅した。ラセンウ
ジバエは少数のカリブ海の島々および南米大陸の
北部で依然として生息しているが、パナマ東部の
バリアゾーンに不妊ハエを継続的に放出すること
によって、ラセンウジバエが北米に広がり再びは
びこることを防いでいる。米国内で最後の寄生動
物が認められたのは1982年のテキサス州であり、
それ以降はラセンウジバエの寄生は汚染地域から
輸入される動物およびヒトで多数確認されてお
り、適切に対処されてきた。これらの多くは、南米
から輸入される競走馬あるいはポロ用のポニーで
あり、検疫施設においてラセンウジバエが検出さ
れてきた。しかしながら、現在、フロリダ南端の諸
島（フロリダキーズ）では侵入したラセンウジバエ
の活動が活発で定着してしまった。これらのハエ
がどのように、そしてどこから米国内に侵入した
のかは未だに解明されていないが、寄生動物の大
部分が国立キーディア保護区に生息する絶滅危惧
種の鹿であるフロリダキーディアであることか
ら、その侵入は特に懸念されている。本稿の執筆時
点で、現地でペットとして飼育されているブタ、ネ
コおよびイヌに加えて、キーディアの群れのおよ
そ10%がラセンウジバエによって死亡している。
2016年9月末に初めて侵入が発見されてから、州
／連邦の対策本部の職員は、ラセンウジバエを
キーズ地域に封じ込め根絶させるためのいくつか
の戦略を行なってきた。それらの戦略として、侵入
範囲を確定するためにハエおよびウジの活動を監
視し継続的に調査すること、フロリダキーズから
でる全ての動物に対する獣医師による診察、寄生
され得る宿主動物に対する予防的処置および治
療、そして最も重要なこととして、パナマから輸入
される2500万匹以上の不妊ハエの放出によるSIT
の局地的適用などが挙げられる。2017年に入って
もこれらの適切な対策が継続されており、ラセン
ウジバエの拡散を防止、根絶し米国が再び清浄国
となることが期待される。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360

Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
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ウマの跛行に関するめざましい医学の進歩
　ウマの世界において、跛行は主要な問題である。
この点は皆が同意する。あなたの関心が一流の競
走馬にあろうがプレジャーホースにあろうが、あ
なたがプロの乗り手であろうがアマチュアであろ
うが、あなたの関心が大型の品種にあろうが小型
の品種にあろうが、筋骨格系の傷害はよくあるこ
とで、かつ潜在的に非常に重要な問題である。
　跛行の診断法と治療法はともに、この数十年間
にかなり進歩してきた。重要なのは、今まで以上に
明るい兆しが将来待ち受けているということだ。
科学技術は、臨床分野においても活発に進歩を促
し続けている。
　細胞生物学がその良い例である。ゲノム規模（全
てのDNAあるいは全てのRNAを含む）で適用可能
な次世代シークエンシングによって、今日では
個々の組織や細胞のタイプについて遺伝子発現を
包括的に比較することが可能である。データに基
づく科学的アプローチにより、見過ごされてきた
数多くの遺伝子が重要であることが明らかになっ
ている。その結果として、細胞の同定、正常な機能
そして跛行に直接関与する発症メカニズムについ
て、新しい見識がもたらされている。
　個別の細胞種に対する新たな知見によって、診
断法や治療法は洗練される。軟骨を例としてみて
みよう。私達の体には、関節軟骨、関節以外の構造
軟骨、軟骨内骨化と呼ばれるプロセスを通じて骨
に置換される軟骨などのいくつかの異なる軟骨組
織がある。全ての軟骨には共通する特徴があるが、
関節軟骨細胞を特徴付ける特有の細胞特性を理解
することは、関節疾患について考えるうえで明ら
かに重要な要素である。
　この先、獣医師は、鑑別診断を洗練させるため、
最適な治療法を選択するため、そして患畜をモニ
タリングするために分子バイオメーカーパネルを

ますます利用するであろう。癌患者に対してこれ
らのアプローチが試みられていることは既知の事
実である。そしてそれと同じ概念は、骨、軟骨、腱、
靭帯や筋組織にも適用できる。臨床現場の目的と
しては、疾病の早期発見や治療法に対する患者の
反応と同様に、健康状態をモニタリングするため
の感度の向上が挙げられる。
　治療レベルにおいて、細胞ベースのアプローチ
は、高い関心を生み出し、そして正しい根拠があ
る。“幹細胞”という用語がしばしば話題に上がる。
細胞は、効果的なウマ特異的成長因子や分化因子
を損傷部位へ到達させるため、患畜の免疫系を適
切な方法で調節するため、またいくつかの症例で
は直接、修復組織の基とするために治療目的で用
いられる。学ぶことは多くあり、そして誤った情報
も多くあるが、細胞ベースの治療法には実際に多
くの希望があるのだ。
　最後に、我々は医療情報学の時代に突入した。コ
ンピューター科学においてハードウェア、ソフト
ウェア、データストレージは急速に進歩しており、
個々の遺伝子あるいは一人の患者のみを見ること
では正しく評価しにくい生物医学的な関係やパ
ターンを、「-omic（訳注：「研究対象＋omic」でその
対象の多量の情報を系統的に扱う研究分野の意）」
や集団レベルで解決できる“ビッグデータ”分析を
可能にする。例えるなら、地上に立ったままで、穀
物畑のミステリーサークルと他の模様を区別する
のがいかに難しいかと言う事だ。飛行機の窓から
見下ろせばすぐに区別できる。包括的解析と標的
解析は、二者択一の問題ではなく、両者とも重要で
ありしばしば互いに補完するものである。では、ウ
マの跛行に関する課題に対する取り組みにおい
て、私達はどうやってさらなる進歩を促すことが
できるだろうか？答えの中で非常に重要な部分
は、知識を向上させるための質の高い科学研究で

ある。私達はケンタッキー州立大学において、総合
研究チームが業界団体、臨床家、獣医師やウマの専
門家と一緒に取り組むことを可能にする馬スポー
ツ研究構想（Eques t r i an  Spo r t s  Re sea r ch  
Initiative）を策定した。ウマスポーツ医学における
健康と福祉に関する問題は、基礎から臨床レベル
までウマ、騎乗者と馬場の問題を同時に考えなが
ら研究されてきている。 上述のとおり、科学や技
術の進歩は生物医学分野の進歩を促進している。
客観的な科学研究や、その結果として得られる新
しい知見は総じて重要であり、最優先事項とされ
る必要がある。

連絡先：
James N. MacLeod, VMD, PhD
jnmacleod@uky.edu
(859) 218-1099
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, KY

国際情報
2016年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　アフリカ馬疫の発生が、アフリカ共和国の常在
地域において報告されたが、ウエスタン・ケープ州
の疫学監視地域においては確認されなかった。
　馬インフルエンザの発生が、ドイツ（単発症例）、
イギリス（ワクチン未接種の牝の子馬1例）ならび
に米国（風土病）で報告された。米国では、カリフォ
ルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ケンタッ
キー州、ニュージャージー州およびニューヨーク
州において発生が確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール
ならびに米国で、腺疫の発生が報告された。その発
生数は、それぞれフランスでは4件、ドイツでは12
件（全て単発症例）、アイルランドでは2施設で19
例、シンガポールでは輸入馬の1例、米国では17州
で多数の発生であった。米国では、およそ36施設
において99例が確認され、そのうち1例は馬ヘル
ペスウイルス4型と混合感染していた。

　フランスおよび南アフリカで馬ヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）が発生した。フランスにおける症例
は、体温上昇が唯一の臨床兆候だった。南アフリカ
における発生については、臨床症状に関する詳細
な報告はなかった。EHV-1による流産が、アイルラ
ンド、南アフリカおよびイギリスで発生し、そのい
ずれも単発例であった。EHV-1による神経疾患の
発生が、フランス、南アフリカおよび米国でそれぞ
れ1例ずつ確認された。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（7
件）、南アフリカおよびスイス（それぞれ1例ず
つ）、そしてイギリス（2件；感染馬の症例数はいず
れの発生においても限定的）で報告された。ドイツ
では、鼻腔スワブでEHV-4が検出された1例に、神
経症状が認められた。
　EHV-2やあるいはEHV-5感染が米国で確認さ
れ、主に呼吸器症状を呈していた。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、サスカチュワン州の3施設にお
いて9例が確認された。米国では、ニューヨーク州
およびオクラホマ州においてそれぞれ2施設で2
例ずつ確認された。
　フランスでは、馬ピロプラズマ病が風土病であ
ると報告された。米国では、Theileria equi感染が
クォーターホース種の競走馬で確認され、テネ
シー州（17例）およびワイオミング州／ユタ州（21
例）で開催された草競馬に出走していた。
　ドイツでは、馬伝染性子宮炎（CEM）が8施設で9
例発生した。そのほとんどは種牡馬でアイスラン
ド種であった。
　米国では、第3四半期においてサルモネラ症の
発生が確認された。サルモネラB群が2例、C1群が
10例およびD1群が2例であった。
　β2毒素産生型であるClostridium perfringens A
型によるクロストリジウム性腸炎の発生が米国で
報告され、ケンタッキー州で2例、ミネソタ州で2
例が確認された。
　子馬のロタウイルス感染の限定的な発生が、フ
ランスおよびドイツで確認された。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染が1例の子馬で診断された。
　米国のフロリダ州およびオクラホマ州では、狂

犬病がそれぞれ1例報告された。
　当期、米国で東部馬脳炎が49例報告された。フ
ロリダ州、ウィスコンシン州およびサウスカロラ
イナ州で最も多発した。
　米国の17州で、合計88例のウエストナイル脳炎
が確認された。そのほとんどはワクチン未接種あ
るいはワクチン接種が不完全な馬であった。
　ロドコッカスに関連した疾患は、米国で風土病
とされている。本病の感染率を推定することは非
常に困難であるにもかかわらず、この第3四半期
に約40例が確認された。
　日本では、ゲタウイルス感染が1施設で8例確認
され、そのほとんどはワクチン接種歴が不完全で
あった。発症馬は本症に典型的な臨床症状を呈し
た。
　米国のメリーランド州およびウエストバージニ
ア州では、馬単球性エールリヒア症が3例発生し
た。ドイツやスイスでもエールリヒア症の単発症
例が確認された。
 
観察、科学とウマの跛行診断
　ウマの疼痛に関連する歩様の異常の多くは、騎
乗時にのみわかり、引き馬や調馬索時にははっき
りとわからない。このようなウマは騎乗しても、跛
行が明らかにならないこともある。近年、歩様の客
観的評価には多くの技術的進歩があるが、それら
は一般的に歩様の左右対称性の変化（その結果、全
身の強ばりや運動意欲の欠如などのパフォーマン
スの低下、後肢の協調や推進の欠如などの動きの
質の変化、ウマの口を介した手綱やハミによるコ
ンタクトでの騎乗者の感触の変化をもたらす）の
検出には限界がある。
　騎乗者は、しばしばこれらの問題が胸腰部の疼
痛に起因すると決めてかかる。なぜならウマに騎
乗した際にのみ症状が発現するからである。その
ようなウマは、調馬索運動を行うと輪線の内側に
入り込むかもしれない。そして、しばしば片側の調
馬策に偏り、著しい軸上筋の収縮を示す。しかし、
実験的に前肢あるいは後肢の跛行を起こした場
合、胸腰仙骨部位における脊柱の可動域を減少さ
せる可能性があるということが研究によって示さ
れてきた。放射線検査によって棘突起の接触が認

められることがある。この所見により、胸腰部の疼
痛が主要な問題であるとしばしば誤った結論に
至ってしまう。私達は、診断麻酔を用いて明らかな
あるいは無症状の跛行を消失させることによっ
て、騎乗者がしばしばウマの背中の可動域の増加
に気付くことを示してきた。
　これらの臨床所見の調査のために、引き馬、屈曲
テスト、軟らかい馬場と硬い馬場両方での調馬索
運動や騎乗時に、跛行していないと主観的に思わ
れる正常なウマを研究してきた。調馬索運動にお
ける体の傾きと胸腰部の可動域について、胸腰部
や骨盤部の予め決めた位置に置かれた慣性計測装
置を用いて客観的に測定した。これらの研究に
よって胸腰仙椎の正常な可動域を明らかとし、健
康なウマは調馬索運動時の体の傾きはわずかで左
右対称であるということを示してきた。私達はま
た跛行しているウマについても調馬索運動におけ
る体の傾きを測定し、しばしば手前肢の向きに
よっては動きが非対称となり、正常馬に比べて少
なくともどちらか一方により大きく傾くというこ
とを示してきた。診断麻酔によって跛行が大幅に
改善されると、どちらの手前肢においても体の傾
きが減少し、左右対称性が回復する結果となる。さ
らに、診断麻酔によって跛行が改善された場合、胸
腰仙椎領域の可動域は増加し、特に胸後部や腰部
において顕著である。私達は、鞍のずれがいつも同
じ側に起こる傾向がある場合はたいてい後肢の跛
行に関連することを突き止めた。診断麻酔によっ
て跛行が消失すると、鞍ずれは改善される。通常、
鞍は後肢の跛行している側かあるいは強く跛行し
ている側にずれ、軽度の側にずれることは少ない。
鞍ずれは、おそらく胸腰仙椎領域の可動域の変化
によって生じ、それはウマによって異なる。鞍ずれ
は、後肢の跛行があるかもしれないという指標に
なる可能性がある。
　速歩の場合にははっきりしない跛行でも、駈歩
時に見せる、回転駈歩や頻繁な前肢あるいは後肢
の手前変換、身体のねじれ、正常な三拍リズムの消
失、両後肢が着地する場所やタイミングが異常に
近かったり、離れたりするといったことから、筋骨
格系の痛みがわかることがある。これらの所見は
調馬索あるいは騎乗時にはっきりするもしれな

い。もし仙腸関節痛が疼痛やパフォーマンスの低
下に関与しているならば、引き馬時に見られる
元々の跛行の消失は、逆に駈歩時により悪化して
いるように見える可能性がある。
　このような観察は、パフォーマンスに問題のあ
るウマを、引き馬、調馬索運動および騎乗時（標準
的な騎乗者が望ましいが）に、評価することが重要
であることを強調する。ウマは常歩、速歩および駈
歩で評価するべきであり、歩様のある状態が診断
麻酔によって改善されたとしても、他の状態では
悪化する可能性があることを心に留めるべきであ
る。ウマは、彼らにとって最も難しい動きをしてい
るときにも評価するべきである。なぜならあるウ
マは、そうした条件下でのみ問題が明らかになる
からである。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
 
ウマコロナウイルス－成馬の新たな腸内ウイルス
　ウマコロナウイルス (ECoV)は、ウシコロナウイ
ルス、ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、マウス肝
炎ウイルス、ネズミコロナウイルス(ラット唾液腺
涙腺炎ウイルス)、OC43、HKU1、重症急性呼吸器症
候群コロナウイルスや中東呼吸器症候群コロナウ
イルスなどのヒトコロナウイルスとともにベータ
コロナウイルス属に分類される。後者の2つのウ
イルスは、過去10年間にヒトに呼吸器疾患の集団
発生を引き起こした。ECoVは近年、日本では成馬
の発熱性腸疾患、米国では食欲不振、無気力および
発熱を示す疾患の新たな流行に臨床的および疫学
的に関与している。
　コロナウイルス感染は、典型的には近位小腸か
ら始まって、結腸上皮細胞に広がり、腸絨毛の鈍化
さらに絨毛萎縮を引き起こす。上皮細胞が消失す
ると、栄養の吸収不良や消化不良、急性下痢などの
症状を示す。48－72時間の短い潜伏期間の後に、

成馬は発熱、食欲不振、沈鬱といった症状を示す。
感染馬の20%未満で軟便や水様便、疝痛症状が認
められる。少数のウマでは、高アンモニア血症によ
る急性の神経症状が認められ、著しい沈鬱、頭頸下
垂、運動失調、固有感覚欠損、横臥、眼振、発作など
の症状を示す。一般的に認められる血液検査所見
の異常は、好中球と／あるいはリンパ球の減少に
よる白血球減少である。ECoV感染症は、通常、抗炎
症剤投与や経口補液や輸液による対症療法によっ
て1－4日で治癒する。死亡例では、脳症を引き起
こすような代謝異常(高アンモニア血症)のみでは
なく敗血症、エンドトキシン血症が関与している。
　歴史的に、ECoVは電子顕微鏡 、抗原検出ELISA
あるいは糞便からのウイルス分離によって検出さ
れてきた。これらの検出方法は全て、特にウイルス
粒子数が少ない場合に感度が低い。ECoV核酸検出
に用いられる定量的ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
は、短時間で結果が得られる、高速多検体処理能
力、分析感度と特異度の上昇といった利点により、
多くの従来法によるウイルス検出法に取って代
わった。臨床状態とECoVに対するPCRの結果が
90%以上一致することから、糞便を用いたPCRは
最適な診断法とされる。
　感染馬は最長14日間、ECoVを排出し続ける。
ECoVは糞口感染し感染力が強いため、流行期間中
は、一般的な防疫対策手順が実施されるべきであ
る。ECoV のPCR陽性馬（症状の有無に関わらず）
は、ウイルスへの暴露のリスクを減らし環境のウ
イルス汚染を防ぐために、感染していない集団か
ら隔離すべきである。ウイルスに暴露された可能
性のあるウマは、感染の有無が確定するまで移動
してはならない。感染馬の隔離には空いている厩
舎や隔離施設を用いる。厩舎は、片側の出入り口を
閉鎖して隔離区域として用いる。厩務員やオー
ナーは、手袋、防護服（カバーオールや使い捨ての
ガウン）、隔離区域専用の靴を着用すべきである。
　手指は（温・冷水用蛇口や手指用消毒剤により）、
常に清潔にするべきである。
　隔離施設や各馬房の前には消毒槽あるいは消毒
マットを置いて、隔離飼育対策を実施すべきであ
る。こうした対策により、馬房から清浄区域への病
原体の拡散は最小限に抑えられる。交通を規制し

感染馬と一般人との接触を最小限にすることは非
常に重要である。日常の洗浄、消毒により衛生状態
は最大限に保たれる。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California

ラセンウジバエによるハエウジ症
　ハエウジ症とは、どのハエの種であってもその
幼虫（ウジ）が脊椎動物に侵入した状態を指す。ハ
エのなかには、両生類、爬虫類あるいは鳥類を宿主
として利用する種がいるが、たいていほとんどの
ハエは哺乳類に寄生する。ウマにおいて、典型的で
最も広く分布するハエは、内部寄生性のウマバエ

（Gasterophilus spp.）だが、その他多くのウジ（クロ
バエ類あるいはニクバエ類など）が偶発的にウマ
の外表から侵入することがある。これらのハエは
いずれも、一般的には宿主に対して深刻な脅威と
はならないものの、ラセンウジバエ（screwworm）
は別で、しばしば重大な問題となる。他の種のハエ
とは異なり、新世界ラセンウジバエ（Cochliomyia 
hominivorax）は、南北アメリカ土着のクロバエで
あり、そのウジはもっぱら温血動物の生体組織だ
けを貪欲に餌にする偏性寄生生物である。このハ
エは、かつてテキサス州南部とフロリダ州南部を
含む新熱帯区（訳注：中南米、カリブ海島嶼、フロリ
ダ半島を含む生物地理区の一つ）の大部分に分布
し、歴史的に野生動物および家畜に大きな被害を
もたらしていた。この冬期の避難所から、毎年夏に
は様々な範囲で北へ分布を広げ、何千頭もの動物
を傷害し、死に至らしめ、畜産業に大きな経済的損
失を与えてきた。二十世紀半ばにUSDAの科学者達
は、ラセンウジバエを害虫として根絶することを
目的とした革新的な方法を考案し、実地試験を始
めた。不妊虫放飼法技術（sterile insect technique：
SIT）は、何百万ものハエ成虫を隔離飼育し、放射線
照射により生殖能を不能とし、野外のラセンウジ

バエ集団を圧倒する数の不妊雄を放ち、その地域
の大部分の交尾雌バエが産卵した卵の孵化を阻止
する技術である。 この技術を何世代かに対して用
いることで、地域個体群は絶滅し、そしてまず米国
内において、その後2000年までには南方のパナマ
までラセンウジバエは着実に絶滅した。ラセンウ
ジバエは少数のカリブ海の島々および南米大陸の
北部で依然として生息しているが、パナマ東部の
バリアゾーンに不妊ハエを継続的に放出すること
によって、ラセンウジバエが北米に広がり再びは
びこることを防いでいる。米国内で最後の寄生動
物が認められたのは1982年のテキサス州であり、
それ以降はラセンウジバエの寄生は汚染地域から
輸入される動物およびヒトで多数確認されてお
り、適切に対処されてきた。これらの多くは、南米
から輸入される競走馬あるいはポロ用のポニーで
あり、検疫施設においてラセンウジバエが検出さ
れてきた。しかしながら、現在、フロリダ南端の諸
島（フロリダキーズ）では侵入したラセンウジバエ
の活動が活発で定着してしまった。これらのハエ
がどのように、そしてどこから米国内に侵入した
のかは未だに解明されていないが、寄生動物の大
部分が国立キーディア保護区に生息する絶滅危惧
種の鹿であるフロリダキーディアであることか
ら、その侵入は特に懸念されている。本稿の執筆時
点で、現地でペットとして飼育されているブタ、ネ
コおよびイヌに加えて、キーディアの群れのおよ
そ10%がラセンウジバエによって死亡している。
2016年9月末に初めて侵入が発見されてから、州
／連邦の対策本部の職員は、ラセンウジバエを
キーズ地域に封じ込め根絶させるためのいくつか
の戦略を行なってきた。それらの戦略として、侵入
範囲を確定するためにハエおよびウジの活動を監
視し継続的に調査すること、フロリダキーズから
でる全ての動物に対する獣医師による診察、寄生
され得る宿主動物に対する予防的処置および治
療、そして最も重要なこととして、パナマから輸入
される2500万匹以上の不妊ハエの放出によるSIT
の局地的適用などが挙げられる。2017年に入って
もこれらの適切な対策が継続されており、ラセン
ウジバエの拡散を防止、根絶し米国が再び清浄国
となることが期待される。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360

Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
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ウマの跛行に関するめざましい医学の進歩
　ウマの世界において、跛行は主要な問題である。
この点は皆が同意する。あなたの関心が一流の競
走馬にあろうがプレジャーホースにあろうが、あ
なたがプロの乗り手であろうがアマチュアであろ
うが、あなたの関心が大型の品種にあろうが小型
の品種にあろうが、筋骨格系の傷害はよくあるこ
とで、かつ潜在的に非常に重要な問題である。
　跛行の診断法と治療法はともに、この数十年間
にかなり進歩してきた。重要なのは、今まで以上に
明るい兆しが将来待ち受けているということだ。
科学技術は、臨床分野においても活発に進歩を促
し続けている。
　細胞生物学がその良い例である。ゲノム規模（全
てのDNAあるいは全てのRNAを含む）で適用可能
な次世代シークエンシングによって、今日では
個々の組織や細胞のタイプについて遺伝子発現を
包括的に比較することが可能である。データに基
づく科学的アプローチにより、見過ごされてきた
数多くの遺伝子が重要であることが明らかになっ
ている。その結果として、細胞の同定、正常な機能
そして跛行に直接関与する発症メカニズムについ
て、新しい見識がもたらされている。
　個別の細胞種に対する新たな知見によって、診
断法や治療法は洗練される。軟骨を例としてみて
みよう。私達の体には、関節軟骨、関節以外の構造
軟骨、軟骨内骨化と呼ばれるプロセスを通じて骨
に置換される軟骨などのいくつかの異なる軟骨組
織がある。全ての軟骨には共通する特徴があるが、
関節軟骨細胞を特徴付ける特有の細胞特性を理解
することは、関節疾患について考えるうえで明ら
かに重要な要素である。
　この先、獣医師は、鑑別診断を洗練させるため、
最適な治療法を選択するため、そして患畜をモニ
タリングするために分子バイオメーカーパネルを

ますます利用するであろう。癌患者に対してこれ
らのアプローチが試みられていることは既知の事
実である。そしてそれと同じ概念は、骨、軟骨、腱、
靭帯や筋組織にも適用できる。臨床現場の目的と
しては、疾病の早期発見や治療法に対する患者の
反応と同様に、健康状態をモニタリングするため
の感度の向上が挙げられる。
　治療レベルにおいて、細胞ベースのアプローチ
は、高い関心を生み出し、そして正しい根拠があ
る。“幹細胞”という用語がしばしば話題に上がる。
細胞は、効果的なウマ特異的成長因子や分化因子
を損傷部位へ到達させるため、患畜の免疫系を適
切な方法で調節するため、またいくつかの症例で
は直接、修復組織の基とするために治療目的で用
いられる。学ぶことは多くあり、そして誤った情報
も多くあるが、細胞ベースの治療法には実際に多
くの希望があるのだ。
　最後に、我々は医療情報学の時代に突入した。コ
ンピューター科学においてハードウェア、ソフト
ウェア、データストレージは急速に進歩しており、
個々の遺伝子あるいは一人の患者のみを見ること
では正しく評価しにくい生物医学的な関係やパ
ターンを、「-omic（訳注：「研究対象＋omic」でその
対象の多量の情報を系統的に扱う研究分野の意）」
や集団レベルで解決できる“ビッグデータ”分析を
可能にする。例えるなら、地上に立ったままで、穀
物畑のミステリーサークルと他の模様を区別する
のがいかに難しいかと言う事だ。飛行機の窓から
見下ろせばすぐに区別できる。包括的解析と標的
解析は、二者択一の問題ではなく、両者とも重要で
ありしばしば互いに補完するものである。では、ウ
マの跛行に関する課題に対する取り組みにおい
て、私達はどうやってさらなる進歩を促すことが
できるだろうか？答えの中で非常に重要な部分
は、知識を向上させるための質の高い科学研究で

ある。私達はケンタッキー州立大学において、総合
研究チームが業界団体、臨床家、獣医師やウマの専
門家と一緒に取り組むことを可能にする馬スポー
ツ研究構想（Eques t r i an  Spo r t s  Re sea r ch  
Initiative）を策定した。ウマスポーツ医学における
健康と福祉に関する問題は、基礎から臨床レベル
までウマ、騎乗者と馬場の問題を同時に考えなが
ら研究されてきている。 上述のとおり、科学や技
術の進歩は生物医学分野の進歩を促進している。
客観的な科学研究や、その結果として得られる新
しい知見は総じて重要であり、最優先事項とされ
る必要がある。

連絡先：
James N. MacLeod, VMD, PhD
jnmacleod@uky.edu
(859) 218-1099
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, KY

国際情報
2016年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　アフリカ馬疫の発生が、アフリカ共和国の常在
地域において報告されたが、ウエスタン・ケープ州
の疫学監視地域においては確認されなかった。
　馬インフルエンザの発生が、ドイツ（単発症例）、
イギリス（ワクチン未接種の牝の子馬1例）ならび
に米国（風土病）で報告された。米国では、カリフォ
ルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ケンタッ
キー州、ニュージャージー州およびニューヨーク
州において発生が確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール
ならびに米国で、腺疫の発生が報告された。その発
生数は、それぞれフランスでは4件、ドイツでは12
件（全て単発症例）、アイルランドでは2施設で19
例、シンガポールでは輸入馬の1例、米国では17州
で多数の発生であった。米国では、およそ36施設
において99例が確認され、そのうち1例は馬ヘル
ペスウイルス4型と混合感染していた。

　フランスおよび南アフリカで馬ヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）が発生した。フランスにおける症例
は、体温上昇が唯一の臨床兆候だった。南アフリカ
における発生については、臨床症状に関する詳細
な報告はなかった。EHV-1による流産が、アイルラ
ンド、南アフリカおよびイギリスで発生し、そのい
ずれも単発例であった。EHV-1による神経疾患の
発生が、フランス、南アフリカおよび米国でそれぞ
れ1例ずつ確認された。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（7
件）、南アフリカおよびスイス（それぞれ1例ず
つ）、そしてイギリス（2件；感染馬の症例数はいず
れの発生においても限定的）で報告された。ドイツ
では、鼻腔スワブでEHV-4が検出された1例に、神
経症状が認められた。
　EHV-2やあるいはEHV-5感染が米国で確認さ
れ、主に呼吸器症状を呈していた。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、サスカチュワン州の3施設にお
いて9例が確認された。米国では、ニューヨーク州
およびオクラホマ州においてそれぞれ2施設で2
例ずつ確認された。
　フランスでは、馬ピロプラズマ病が風土病であ
ると報告された。米国では、Theileria equi感染が
クォーターホース種の競走馬で確認され、テネ
シー州（17例）およびワイオミング州／ユタ州（21
例）で開催された草競馬に出走していた。
　ドイツでは、馬伝染性子宮炎（CEM）が8施設で9
例発生した。そのほとんどは種牡馬でアイスラン
ド種であった。
　米国では、第3四半期においてサルモネラ症の
発生が確認された。サルモネラB群が2例、C1群が
10例およびD1群が2例であった。
　β2毒素産生型であるClostridium perfringens A
型によるクロストリジウム性腸炎の発生が米国で
報告され、ケンタッキー州で2例、ミネソタ州で2
例が確認された。
　子馬のロタウイルス感染の限定的な発生が、フ
ランスおよびドイツで確認された。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染が1例の子馬で診断された。
　米国のフロリダ州およびオクラホマ州では、狂

犬病がそれぞれ1例報告された。
　当期、米国で東部馬脳炎が49例報告された。フ
ロリダ州、ウィスコンシン州およびサウスカロラ
イナ州で最も多発した。
　米国の17州で、合計88例のウエストナイル脳炎
が確認された。そのほとんどはワクチン未接種あ
るいはワクチン接種が不完全な馬であった。
　ロドコッカスに関連した疾患は、米国で風土病
とされている。本病の感染率を推定することは非
常に困難であるにもかかわらず、この第3四半期
に約40例が確認された。
　日本では、ゲタウイルス感染が1施設で8例確認
され、そのほとんどはワクチン接種歴が不完全で
あった。発症馬は本症に典型的な臨床症状を呈し
た。
　米国のメリーランド州およびウエストバージニ
ア州では、馬単球性エールリヒア症が3例発生し
た。ドイツやスイスでもエールリヒア症の単発症
例が確認された。
 
観察、科学とウマの跛行診断
　ウマの疼痛に関連する歩様の異常の多くは、騎
乗時にのみわかり、引き馬や調馬索時にははっき
りとわからない。このようなウマは騎乗しても、跛
行が明らかにならないこともある。近年、歩様の客
観的評価には多くの技術的進歩があるが、それら
は一般的に歩様の左右対称性の変化（その結果、全
身の強ばりや運動意欲の欠如などのパフォーマン
スの低下、後肢の協調や推進の欠如などの動きの
質の変化、ウマの口を介した手綱やハミによるコ
ンタクトでの騎乗者の感触の変化をもたらす）の
検出には限界がある。
　騎乗者は、しばしばこれらの問題が胸腰部の疼
痛に起因すると決めてかかる。なぜならウマに騎
乗した際にのみ症状が発現するからである。その
ようなウマは、調馬索運動を行うと輪線の内側に
入り込むかもしれない。そして、しばしば片側の調
馬策に偏り、著しい軸上筋の収縮を示す。しかし、
実験的に前肢あるいは後肢の跛行を起こした場
合、胸腰仙骨部位における脊柱の可動域を減少さ
せる可能性があるということが研究によって示さ
れてきた。放射線検査によって棘突起の接触が認

められることがある。この所見により、胸腰部の疼
痛が主要な問題であるとしばしば誤った結論に
至ってしまう。私達は、診断麻酔を用いて明らかな
あるいは無症状の跛行を消失させることによっ
て、騎乗者がしばしばウマの背中の可動域の増加
に気付くことを示してきた。
　これらの臨床所見の調査のために、引き馬、屈曲
テスト、軟らかい馬場と硬い馬場両方での調馬索
運動や騎乗時に、跛行していないと主観的に思わ
れる正常なウマを研究してきた。調馬索運動にお
ける体の傾きと胸腰部の可動域について、胸腰部
や骨盤部の予め決めた位置に置かれた慣性計測装
置を用いて客観的に測定した。これらの研究に
よって胸腰仙椎の正常な可動域を明らかとし、健
康なウマは調馬索運動時の体の傾きはわずかで左
右対称であるということを示してきた。私達はま
た跛行しているウマについても調馬索運動におけ
る体の傾きを測定し、しばしば手前肢の向きに
よっては動きが非対称となり、正常馬に比べて少
なくともどちらか一方により大きく傾くというこ
とを示してきた。診断麻酔によって跛行が大幅に
改善されると、どちらの手前肢においても体の傾
きが減少し、左右対称性が回復する結果となる。さ
らに、診断麻酔によって跛行が改善された場合、胸
腰仙椎領域の可動域は増加し、特に胸後部や腰部
において顕著である。私達は、鞍のずれがいつも同
じ側に起こる傾向がある場合はたいてい後肢の跛
行に関連することを突き止めた。診断麻酔によっ
て跛行が消失すると、鞍ずれは改善される。通常、
鞍は後肢の跛行している側かあるいは強く跛行し
ている側にずれ、軽度の側にずれることは少ない。
鞍ずれは、おそらく胸腰仙椎領域の可動域の変化
によって生じ、それはウマによって異なる。鞍ずれ
は、後肢の跛行があるかもしれないという指標に
なる可能性がある。
　速歩の場合にははっきりしない跛行でも、駈歩
時に見せる、回転駈歩や頻繁な前肢あるいは後肢
の手前変換、身体のねじれ、正常な三拍リズムの消
失、両後肢が着地する場所やタイミングが異常に
近かったり、離れたりするといったことから、筋骨
格系の痛みがわかることがある。これらの所見は
調馬索あるいは騎乗時にはっきりするもしれな

い。もし仙腸関節痛が疼痛やパフォーマンスの低
下に関与しているならば、引き馬時に見られる
元々の跛行の消失は、逆に駈歩時により悪化して
いるように見える可能性がある。
　このような観察は、パフォーマンスに問題のあ
るウマを、引き馬、調馬索運動および騎乗時（標準
的な騎乗者が望ましいが）に、評価することが重要
であることを強調する。ウマは常歩、速歩および駈
歩で評価するべきであり、歩様のある状態が診断
麻酔によって改善されたとしても、他の状態では
悪化する可能性があることを心に留めるべきであ
る。ウマは、彼らにとって最も難しい動きをしてい
るときにも評価するべきである。なぜならあるウ
マは、そうした条件下でのみ問題が明らかになる
からである。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
 
ウマコロナウイルス－成馬の新たな腸内ウイルス
　ウマコロナウイルス (ECoV)は、ウシコロナウイ
ルス、ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、マウス肝
炎ウイルス、ネズミコロナウイルス(ラット唾液腺
涙腺炎ウイルス)、OC43、HKU1、重症急性呼吸器症
候群コロナウイルスや中東呼吸器症候群コロナウ
イルスなどのヒトコロナウイルスとともにベータ
コロナウイルス属に分類される。後者の2つのウ
イルスは、過去10年間にヒトに呼吸器疾患の集団
発生を引き起こした。ECoVは近年、日本では成馬
の発熱性腸疾患、米国では食欲不振、無気力および
発熱を示す疾患の新たな流行に臨床的および疫学
的に関与している。
　コロナウイルス感染は、典型的には近位小腸か
ら始まって、結腸上皮細胞に広がり、腸絨毛の鈍化
さらに絨毛萎縮を引き起こす。上皮細胞が消失す
ると、栄養の吸収不良や消化不良、急性下痢などの
症状を示す。48－72時間の短い潜伏期間の後に、

成馬は発熱、食欲不振、沈鬱といった症状を示す。
感染馬の20%未満で軟便や水様便、疝痛症状が認
められる。少数のウマでは、高アンモニア血症によ
る急性の神経症状が認められ、著しい沈鬱、頭頸下
垂、運動失調、固有感覚欠損、横臥、眼振、発作など
の症状を示す。一般的に認められる血液検査所見
の異常は、好中球と／あるいはリンパ球の減少に
よる白血球減少である。ECoV感染症は、通常、抗炎
症剤投与や経口補液や輸液による対症療法によっ
て1－4日で治癒する。死亡例では、脳症を引き起
こすような代謝異常(高アンモニア血症)のみでは
なく敗血症、エンドトキシン血症が関与している。
　歴史的に、ECoVは電子顕微鏡 、抗原検出ELISA
あるいは糞便からのウイルス分離によって検出さ
れてきた。これらの検出方法は全て、特にウイルス
粒子数が少ない場合に感度が低い。ECoV核酸検出
に用いられる定量的ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
は、短時間で結果が得られる、高速多検体処理能
力、分析感度と特異度の上昇といった利点により、
多くの従来法によるウイルス検出法に取って代
わった。臨床状態とECoVに対するPCRの結果が
90%以上一致することから、糞便を用いたPCRは
最適な診断法とされる。
　感染馬は最長14日間、ECoVを排出し続ける。
ECoVは糞口感染し感染力が強いため、流行期間中
は、一般的な防疫対策手順が実施されるべきであ
る。ECoV のPCR陽性馬（症状の有無に関わらず）
は、ウイルスへの暴露のリスクを減らし環境のウ
イルス汚染を防ぐために、感染していない集団か
ら隔離すべきである。ウイルスに暴露された可能
性のあるウマは、感染の有無が確定するまで移動
してはならない。感染馬の隔離には空いている厩
舎や隔離施設を用いる。厩舎は、片側の出入り口を
閉鎖して隔離区域として用いる。厩務員やオー
ナーは、手袋、防護服（カバーオールや使い捨ての
ガウン）、隔離区域専用の靴を着用すべきである。
　手指は（温・冷水用蛇口や手指用消毒剤により）、
常に清潔にするべきである。
　隔離施設や各馬房の前には消毒槽あるいは消毒
マットを置いて、隔離飼育対策を実施すべきであ
る。こうした対策により、馬房から清浄区域への病
原体の拡散は最小限に抑えられる。交通を規制し

感染馬と一般人との接触を最小限にすることは非
常に重要である。日常の洗浄、消毒により衛生状態
は最大限に保たれる。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California

ラセンウジバエによるハエウジ症
　ハエウジ症とは、どのハエの種であってもその
幼虫（ウジ）が脊椎動物に侵入した状態を指す。ハ
エのなかには、両生類、爬虫類あるいは鳥類を宿主
として利用する種がいるが、たいていほとんどの
ハエは哺乳類に寄生する。ウマにおいて、典型的で
最も広く分布するハエは、内部寄生性のウマバエ

（Gasterophilus spp.）だが、その他多くのウジ（クロ
バエ類あるいはニクバエ類など）が偶発的にウマ
の外表から侵入することがある。これらのハエは
いずれも、一般的には宿主に対して深刻な脅威と
はならないものの、ラセンウジバエ（screwworm）
は別で、しばしば重大な問題となる。他の種のハエ
とは異なり、新世界ラセンウジバエ（Cochliomyia 
hominivorax）は、南北アメリカ土着のクロバエで
あり、そのウジはもっぱら温血動物の生体組織だ
けを貪欲に餌にする偏性寄生生物である。このハ
エは、かつてテキサス州南部とフロリダ州南部を
含む新熱帯区（訳注：中南米、カリブ海島嶼、フロリ
ダ半島を含む生物地理区の一つ）の大部分に分布
し、歴史的に野生動物および家畜に大きな被害を
もたらしていた。この冬期の避難所から、毎年夏に
は様々な範囲で北へ分布を広げ、何千頭もの動物
を傷害し、死に至らしめ、畜産業に大きな経済的損
失を与えてきた。二十世紀半ばにUSDAの科学者達
は、ラセンウジバエを害虫として根絶することを
目的とした革新的な方法を考案し、実地試験を始
めた。不妊虫放飼法技術（sterile insect technique：
SIT）は、何百万ものハエ成虫を隔離飼育し、放射線
照射により生殖能を不能とし、野外のラセンウジ

バエ集団を圧倒する数の不妊雄を放ち、その地域
の大部分の交尾雌バエが産卵した卵の孵化を阻止
する技術である。 この技術を何世代かに対して用
いることで、地域個体群は絶滅し、そしてまず米国
内において、その後2000年までには南方のパナマ
までラセンウジバエは着実に絶滅した。ラセンウ
ジバエは少数のカリブ海の島々および南米大陸の
北部で依然として生息しているが、パナマ東部の
バリアゾーンに不妊ハエを継続的に放出すること
によって、ラセンウジバエが北米に広がり再びは
びこることを防いでいる。米国内で最後の寄生動
物が認められたのは1982年のテキサス州であり、
それ以降はラセンウジバエの寄生は汚染地域から
輸入される動物およびヒトで多数確認されてお
り、適切に対処されてきた。これらの多くは、南米
から輸入される競走馬あるいはポロ用のポニーで
あり、検疫施設においてラセンウジバエが検出さ
れてきた。しかしながら、現在、フロリダ南端の諸
島（フロリダキーズ）では侵入したラセンウジバエ
の活動が活発で定着してしまった。これらのハエ
がどのように、そしてどこから米国内に侵入した
のかは未だに解明されていないが、寄生動物の大
部分が国立キーディア保護区に生息する絶滅危惧
種の鹿であるフロリダキーディアであることか
ら、その侵入は特に懸念されている。本稿の執筆時
点で、現地でペットとして飼育されているブタ、ネ
コおよびイヌに加えて、キーディアの群れのおよ
そ10%がラセンウジバエによって死亡している。
2016年9月末に初めて侵入が発見されてから、州
／連邦の対策本部の職員は、ラセンウジバエを
キーズ地域に封じ込め根絶させるためのいくつか
の戦略を行なってきた。それらの戦略として、侵入
範囲を確定するためにハエおよびウジの活動を監
視し継続的に調査すること、フロリダキーズから
でる全ての動物に対する獣医師による診察、寄生
され得る宿主動物に対する予防的処置および治
療、そして最も重要なこととして、パナマから輸入
される2500万匹以上の不妊ハエの放出によるSIT
の局地的適用などが挙げられる。2017年に入って
もこれらの適切な対策が継続されており、ラセン
ウジバエの拡散を防止、根絶し米国が再び清浄国
となることが期待される。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360

Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
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ウマの跛行に関するめざましい医学の進歩
　ウマの世界において、跛行は主要な問題である。
この点は皆が同意する。あなたの関心が一流の競
走馬にあろうがプレジャーホースにあろうが、あ
なたがプロの乗り手であろうがアマチュアであろ
うが、あなたの関心が大型の品種にあろうが小型
の品種にあろうが、筋骨格系の傷害はよくあるこ
とで、かつ潜在的に非常に重要な問題である。
　跛行の診断法と治療法はともに、この数十年間
にかなり進歩してきた。重要なのは、今まで以上に
明るい兆しが将来待ち受けているということだ。
科学技術は、臨床分野においても活発に進歩を促
し続けている。
　細胞生物学がその良い例である。ゲノム規模（全
てのDNAあるいは全てのRNAを含む）で適用可能
な次世代シークエンシングによって、今日では
個々の組織や細胞のタイプについて遺伝子発現を
包括的に比較することが可能である。データに基
づく科学的アプローチにより、見過ごされてきた
数多くの遺伝子が重要であることが明らかになっ
ている。その結果として、細胞の同定、正常な機能
そして跛行に直接関与する発症メカニズムについ
て、新しい見識がもたらされている。
　個別の細胞種に対する新たな知見によって、診
断法や治療法は洗練される。軟骨を例としてみて
みよう。私達の体には、関節軟骨、関節以外の構造
軟骨、軟骨内骨化と呼ばれるプロセスを通じて骨
に置換される軟骨などのいくつかの異なる軟骨組
織がある。全ての軟骨には共通する特徴があるが、
関節軟骨細胞を特徴付ける特有の細胞特性を理解
することは、関節疾患について考えるうえで明ら
かに重要な要素である。
　この先、獣医師は、鑑別診断を洗練させるため、
最適な治療法を選択するため、そして患畜をモニ
タリングするために分子バイオメーカーパネルを

ますます利用するであろう。癌患者に対してこれ
らのアプローチが試みられていることは既知の事
実である。そしてそれと同じ概念は、骨、軟骨、腱、
靭帯や筋組織にも適用できる。臨床現場の目的と
しては、疾病の早期発見や治療法に対する患者の
反応と同様に、健康状態をモニタリングするため
の感度の向上が挙げられる。
　治療レベルにおいて、細胞ベースのアプローチ
は、高い関心を生み出し、そして正しい根拠があ
る。“幹細胞”という用語がしばしば話題に上がる。
細胞は、効果的なウマ特異的成長因子や分化因子
を損傷部位へ到達させるため、患畜の免疫系を適
切な方法で調節するため、またいくつかの症例で
は直接、修復組織の基とするために治療目的で用
いられる。学ぶことは多くあり、そして誤った情報
も多くあるが、細胞ベースの治療法には実際に多
くの希望があるのだ。
　最後に、我々は医療情報学の時代に突入した。コ
ンピューター科学においてハードウェア、ソフト
ウェア、データストレージは急速に進歩しており、
個々の遺伝子あるいは一人の患者のみを見ること
では正しく評価しにくい生物医学的な関係やパ
ターンを、「-omic（訳注：「研究対象＋omic」でその
対象の多量の情報を系統的に扱う研究分野の意）」
や集団レベルで解決できる“ビッグデータ”分析を
可能にする。例えるなら、地上に立ったままで、穀
物畑のミステリーサークルと他の模様を区別する
のがいかに難しいかと言う事だ。飛行機の窓から
見下ろせばすぐに区別できる。包括的解析と標的
解析は、二者択一の問題ではなく、両者とも重要で
ありしばしば互いに補完するものである。では、ウ
マの跛行に関する課題に対する取り組みにおい
て、私達はどうやってさらなる進歩を促すことが
できるだろうか？答えの中で非常に重要な部分
は、知識を向上させるための質の高い科学研究で

ある。私達はケンタッキー州立大学において、総合
研究チームが業界団体、臨床家、獣医師やウマの専
門家と一緒に取り組むことを可能にする馬スポー
ツ研究構想（Eques t r i an  Spo r t s  Re sea r ch  
Initiative）を策定した。ウマスポーツ医学における
健康と福祉に関する問題は、基礎から臨床レベル
までウマ、騎乗者と馬場の問題を同時に考えなが
ら研究されてきている。 上述のとおり、科学や技
術の進歩は生物医学分野の進歩を促進している。
客観的な科学研究や、その結果として得られる新
しい知見は総じて重要であり、最優先事項とされ
る必要がある。

連絡先：
James N. MacLeod, VMD, PhD
jnmacleod@uky.edu
(859) 218-1099
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky, Lexington, KY

国際情報
2016年第3四半期
　イギリスのニューマーケットにある国際健康情
報収集センターとその他の諸機関から以下の疾病
の報告があった。
　アフリカ馬疫の発生が、アフリカ共和国の常在
地域において報告されたが、ウエスタン・ケープ州
の疫学監視地域においては確認されなかった。
　馬インフルエンザの発生が、ドイツ（単発症例）、
イギリス（ワクチン未接種の牝の子馬1例）ならび
に米国（風土病）で報告された。米国では、カリフォ
ルニア州、デラウェア州、フロリダ州、ケンタッ
キー州、ニュージャージー州およびニューヨーク
州において発生が確認された。
　フランス、ドイツ、アイルランド、シンガポール
ならびに米国で、腺疫の発生が報告された。その発
生数は、それぞれフランスでは4件、ドイツでは12
件（全て単発症例）、アイルランドでは2施設で19
例、シンガポールでは輸入馬の1例、米国では17州
で多数の発生であった。米国では、およそ36施設
において99例が確認され、そのうち1例は馬ヘル
ペスウイルス4型と混合感染していた。

　フランスおよび南アフリカで馬ヘルペスウイル
ス1型（EHV-1）が発生した。フランスにおける症例
は、体温上昇が唯一の臨床兆候だった。南アフリカ
における発生については、臨床症状に関する詳細
な報告はなかった。EHV-1による流産が、アイルラ
ンド、南アフリカおよびイギリスで発生し、そのい
ずれも単発例であった。EHV-1による神経疾患の
発生が、フランス、南アフリカおよび米国でそれぞ
れ1例ずつ確認された。
　EHV-4による呼吸器疾患の発生が、フランス（7
件）、南アフリカおよびスイス（それぞれ1例ず
つ）、そしてイギリス（2件；感染馬の症例数はいず
れの発生においても限定的）で報告された。ドイツ
では、鼻腔スワブでEHV-4が検出された1例に、神
経症状が認められた。
　EHV-2やあるいはEHV-5感染が米国で確認さ
れ、主に呼吸器症状を呈していた。
　カナダと米国で、馬伝染性貧血の発生が報告さ
れた。カナダでは、サスカチュワン州の3施設にお
いて9例が確認された。米国では、ニューヨーク州
およびオクラホマ州においてそれぞれ2施設で2
例ずつ確認された。
　フランスでは、馬ピロプラズマ病が風土病であ
ると報告された。米国では、Theileria equi感染が
クォーターホース種の競走馬で確認され、テネ
シー州（17例）およびワイオミング州／ユタ州（21
例）で開催された草競馬に出走していた。
　ドイツでは、馬伝染性子宮炎（CEM）が8施設で9
例発生した。そのほとんどは種牡馬でアイスラン
ド種であった。
　米国では、第3四半期においてサルモネラ症の
発生が確認された。サルモネラB群が2例、C1群が
10例およびD1群が2例であった。
　β2毒素産生型であるClostridium perfringens A
型によるクロストリジウム性腸炎の発生が米国で
報告され、ケンタッキー州で2例、ミネソタ州で2
例が確認された。
　子馬のロタウイルス感染の限定的な発生が、フ
ランスおよびドイツで確認された。
　米国のケンタッキー州では、L a w s o n i a  
intracellularis感染が1例の子馬で診断された。
　米国のフロリダ州およびオクラホマ州では、狂

犬病がそれぞれ1例報告された。
　当期、米国で東部馬脳炎が49例報告された。フ
ロリダ州、ウィスコンシン州およびサウスカロラ
イナ州で最も多発した。
　米国の17州で、合計88例のウエストナイル脳炎
が確認された。そのほとんどはワクチン未接種あ
るいはワクチン接種が不完全な馬であった。
　ロドコッカスに関連した疾患は、米国で風土病
とされている。本病の感染率を推定することは非
常に困難であるにもかかわらず、この第3四半期
に約40例が確認された。
　日本では、ゲタウイルス感染が1施設で8例確認
され、そのほとんどはワクチン接種歴が不完全で
あった。発症馬は本症に典型的な臨床症状を呈し
た。
　米国のメリーランド州およびウエストバージニ
ア州では、馬単球性エールリヒア症が3例発生し
た。ドイツやスイスでもエールリヒア症の単発症
例が確認された。
 
観察、科学とウマの跛行診断
　ウマの疼痛に関連する歩様の異常の多くは、騎
乗時にのみわかり、引き馬や調馬索時にははっき
りとわからない。このようなウマは騎乗しても、跛
行が明らかにならないこともある。近年、歩様の客
観的評価には多くの技術的進歩があるが、それら
は一般的に歩様の左右対称性の変化（その結果、全
身の強ばりや運動意欲の欠如などのパフォーマン
スの低下、後肢の協調や推進の欠如などの動きの
質の変化、ウマの口を介した手綱やハミによるコ
ンタクトでの騎乗者の感触の変化をもたらす）の
検出には限界がある。
　騎乗者は、しばしばこれらの問題が胸腰部の疼
痛に起因すると決めてかかる。なぜならウマに騎
乗した際にのみ症状が発現するからである。その
ようなウマは、調馬索運動を行うと輪線の内側に
入り込むかもしれない。そして、しばしば片側の調
馬策に偏り、著しい軸上筋の収縮を示す。しかし、
実験的に前肢あるいは後肢の跛行を起こした場
合、胸腰仙骨部位における脊柱の可動域を減少さ
せる可能性があるということが研究によって示さ
れてきた。放射線検査によって棘突起の接触が認

められることがある。この所見により、胸腰部の疼
痛が主要な問題であるとしばしば誤った結論に
至ってしまう。私達は、診断麻酔を用いて明らかな
あるいは無症状の跛行を消失させることによっ
て、騎乗者がしばしばウマの背中の可動域の増加
に気付くことを示してきた。
　これらの臨床所見の調査のために、引き馬、屈曲
テスト、軟らかい馬場と硬い馬場両方での調馬索
運動や騎乗時に、跛行していないと主観的に思わ
れる正常なウマを研究してきた。調馬索運動にお
ける体の傾きと胸腰部の可動域について、胸腰部
や骨盤部の予め決めた位置に置かれた慣性計測装
置を用いて客観的に測定した。これらの研究に
よって胸腰仙椎の正常な可動域を明らかとし、健
康なウマは調馬索運動時の体の傾きはわずかで左
右対称であるということを示してきた。私達はま
た跛行しているウマについても調馬索運動におけ
る体の傾きを測定し、しばしば手前肢の向きに
よっては動きが非対称となり、正常馬に比べて少
なくともどちらか一方により大きく傾くというこ
とを示してきた。診断麻酔によって跛行が大幅に
改善されると、どちらの手前肢においても体の傾
きが減少し、左右対称性が回復する結果となる。さ
らに、診断麻酔によって跛行が改善された場合、胸
腰仙椎領域の可動域は増加し、特に胸後部や腰部
において顕著である。私達は、鞍のずれがいつも同
じ側に起こる傾向がある場合はたいてい後肢の跛
行に関連することを突き止めた。診断麻酔によっ
て跛行が消失すると、鞍ずれは改善される。通常、
鞍は後肢の跛行している側かあるいは強く跛行し
ている側にずれ、軽度の側にずれることは少ない。
鞍ずれは、おそらく胸腰仙椎領域の可動域の変化
によって生じ、それはウマによって異なる。鞍ずれ
は、後肢の跛行があるかもしれないという指標に
なる可能性がある。
　速歩の場合にははっきりしない跛行でも、駈歩
時に見せる、回転駈歩や頻繁な前肢あるいは後肢
の手前変換、身体のねじれ、正常な三拍リズムの消
失、両後肢が着地する場所やタイミングが異常に
近かったり、離れたりするといったことから、筋骨
格系の痛みがわかることがある。これらの所見は
調馬索あるいは騎乗時にはっきりするもしれな

い。もし仙腸関節痛が疼痛やパフォーマンスの低
下に関与しているならば、引き馬時に見られる
元々の跛行の消失は、逆に駈歩時により悪化して
いるように見える可能性がある。
　このような観察は、パフォーマンスに問題のあ
るウマを、引き馬、調馬索運動および騎乗時（標準
的な騎乗者が望ましいが）に、評価することが重要
であることを強調する。ウマは常歩、速歩および駈
歩で評価するべきであり、歩様のある状態が診断
麻酔によって改善されたとしても、他の状態では
悪化する可能性があることを心に留めるべきであ
る。ウマは、彼らにとって最も難しい動きをしてい
るときにも評価するべきである。なぜならあるウ
マは、そうした条件下でのみ問題が明らかになる
からである。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360
Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
 
ウマコロナウイルス－成馬の新たな腸内ウイルス
　ウマコロナウイルス (ECoV)は、ウシコロナウイ
ルス、ブタ血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、マウス肝
炎ウイルス、ネズミコロナウイルス(ラット唾液腺
涙腺炎ウイルス)、OC43、HKU1、重症急性呼吸器症
候群コロナウイルスや中東呼吸器症候群コロナウ
イルスなどのヒトコロナウイルスとともにベータ
コロナウイルス属に分類される。後者の2つのウ
イルスは、過去10年間にヒトに呼吸器疾患の集団
発生を引き起こした。ECoVは近年、日本では成馬
の発熱性腸疾患、米国では食欲不振、無気力および
発熱を示す疾患の新たな流行に臨床的および疫学
的に関与している。
　コロナウイルス感染は、典型的には近位小腸か
ら始まって、結腸上皮細胞に広がり、腸絨毛の鈍化
さらに絨毛萎縮を引き起こす。上皮細胞が消失す
ると、栄養の吸収不良や消化不良、急性下痢などの
症状を示す。48－72時間の短い潜伏期間の後に、

成馬は発熱、食欲不振、沈鬱といった症状を示す。
感染馬の20%未満で軟便や水様便、疝痛症状が認
められる。少数のウマでは、高アンモニア血症によ
る急性の神経症状が認められ、著しい沈鬱、頭頸下
垂、運動失調、固有感覚欠損、横臥、眼振、発作など
の症状を示す。一般的に認められる血液検査所見
の異常は、好中球と／あるいはリンパ球の減少に
よる白血球減少である。ECoV感染症は、通常、抗炎
症剤投与や経口補液や輸液による対症療法によっ
て1－4日で治癒する。死亡例では、脳症を引き起
こすような代謝異常(高アンモニア血症)のみでは
なく敗血症、エンドトキシン血症が関与している。
　歴史的に、ECoVは電子顕微鏡 、抗原検出ELISA
あるいは糞便からのウイルス分離によって検出さ
れてきた。これらの検出方法は全て、特にウイルス
粒子数が少ない場合に感度が低い。ECoV核酸検出
に用いられる定量的ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
は、短時間で結果が得られる、高速多検体処理能
力、分析感度と特異度の上昇といった利点により、
多くの従来法によるウイルス検出法に取って代
わった。臨床状態とECoVに対するPCRの結果が
90%以上一致することから、糞便を用いたPCRは
最適な診断法とされる。
　感染馬は最長14日間、ECoVを排出し続ける。
ECoVは糞口感染し感染力が強いため、流行期間中
は、一般的な防疫対策手順が実施されるべきであ
る。ECoV のPCR陽性馬（症状の有無に関わらず）
は、ウイルスへの暴露のリスクを減らし環境のウ
イルス汚染を防ぐために、感染していない集団か
ら隔離すべきである。ウイルスに暴露された可能
性のあるウマは、感染の有無が確定するまで移動
してはならない。感染馬の隔離には空いている厩
舎や隔離施設を用いる。厩舎は、片側の出入り口を
閉鎖して隔離区域として用いる。厩務員やオー
ナーは、手袋、防護服（カバーオールや使い捨ての
ガウン）、隔離区域専用の靴を着用すべきである。
　手指は（温・冷水用蛇口や手指用消毒剤により）、
常に清潔にするべきである。
　隔離施設や各馬房の前には消毒槽あるいは消毒
マットを置いて、隔離飼育対策を実施すべきであ
る。こうした対策により、馬房から清浄区域への病
原体の拡散は最小限に抑えられる。交通を規制し

感染馬と一般人との接触を最小限にすることは非
常に重要である。日常の洗浄、消毒により衛生状態
は最大限に保たれる。
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ラセンウジバエによるハエウジ症
　ハエウジ症とは、どのハエの種であってもその
幼虫（ウジ）が脊椎動物に侵入した状態を指す。ハ
エのなかには、両生類、爬虫類あるいは鳥類を宿主
として利用する種がいるが、たいていほとんどの
ハエは哺乳類に寄生する。ウマにおいて、典型的で
最も広く分布するハエは、内部寄生性のウマバエ

（Gasterophilus spp.）だが、その他多くのウジ（クロ
バエ類あるいはニクバエ類など）が偶発的にウマ
の外表から侵入することがある。これらのハエは
いずれも、一般的には宿主に対して深刻な脅威と
はならないものの、ラセンウジバエ（screwworm）
は別で、しばしば重大な問題となる。他の種のハエ
とは異なり、新世界ラセンウジバエ（Cochliomyia 
hominivorax）は、南北アメリカ土着のクロバエで
あり、そのウジはもっぱら温血動物の生体組織だ
けを貪欲に餌にする偏性寄生生物である。このハ
エは、かつてテキサス州南部とフロリダ州南部を
含む新熱帯区（訳注：中南米、カリブ海島嶼、フロリ
ダ半島を含む生物地理区の一つ）の大部分に分布
し、歴史的に野生動物および家畜に大きな被害を
もたらしていた。この冬期の避難所から、毎年夏に
は様々な範囲で北へ分布を広げ、何千頭もの動物
を傷害し、死に至らしめ、畜産業に大きな経済的損
失を与えてきた。二十世紀半ばにUSDAの科学者達
は、ラセンウジバエを害虫として根絶することを
目的とした革新的な方法を考案し、実地試験を始
めた。不妊虫放飼法技術（sterile insect technique：
SIT）は、何百万ものハエ成虫を隔離飼育し、放射線
照射により生殖能を不能とし、野外のラセンウジ

バエ集団を圧倒する数の不妊雄を放ち、その地域
の大部分の交尾雌バエが産卵した卵の孵化を阻止
する技術である。 この技術を何世代かに対して用
いることで、地域個体群は絶滅し、そしてまず米国
内において、その後2000年までには南方のパナマ
までラセンウジバエは着実に絶滅した。ラセンウ
ジバエは少数のカリブ海の島々および南米大陸の
北部で依然として生息しているが、パナマ東部の
バリアゾーンに不妊ハエを継続的に放出すること
によって、ラセンウジバエが北米に広がり再びは
びこることを防いでいる。米国内で最後の寄生動
物が認められたのは1982年のテキサス州であり、
それ以降はラセンウジバエの寄生は汚染地域から
輸入される動物およびヒトで多数確認されてお
り、適切に対処されてきた。これらの多くは、南米
から輸入される競走馬あるいはポロ用のポニーで
あり、検疫施設においてラセンウジバエが検出さ
れてきた。しかしながら、現在、フロリダ南端の諸
島（フロリダキーズ）では侵入したラセンウジバエ
の活動が活発で定着してしまった。これらのハエ
がどのように、そしてどこから米国内に侵入した
のかは未だに解明されていないが、寄生動物の大
部分が国立キーディア保護区に生息する絶滅危惧
種の鹿であるフロリダキーディアであることか
ら、その侵入は特に懸念されている。本稿の執筆時
点で、現地でペットとして飼育されているブタ、ネ
コおよびイヌに加えて、キーディアの群れのおよ
そ10%がラセンウジバエによって死亡している。
2016年9月末に初めて侵入が発見されてから、州
／連邦の対策本部の職員は、ラセンウジバエを
キーズ地域に封じ込め根絶させるためのいくつか
の戦略を行なってきた。それらの戦略として、侵入
範囲を確定するためにハエおよびウジの活動を監
視し継続的に調査すること、フロリダキーズから
でる全ての動物に対する獣医師による診察、寄生
され得る宿主動物に対する予防的処置および治
療、そして最も重要なこととして、パナマから輸入
される2500万匹以上の不妊ハエの放出によるSIT
の局地的適用などが挙げられる。2017年に入って
もこれらの適切な対策が継続されており、ラセン
ウジバエの拡散を防止、根絶し米国が再び清浄国
となることが期待される。

連絡先：
Nicola Pusterla, DVM, PhD, Diplomate ACVIM
npusterla@ucdavis.edu
(530) 752-1360

Department of Medicine and Epidemiology,
School of Veterinary Medicine
UC Davis, California
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学 会 見 聞 記

第159回日本獣医学会学術集会

　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）



（166） 馬の科学　Vol.54（2）2017

　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

第208回つくば病理談話会ならびに
第104回JPCスライドセミナー

　第208回つくば病理談話会ならびに第104回
JPCスライドセミナーが、平成28年10月 7日（金）
につくば市の農研機構動物衛生研究部門で開催さ
れ、参加したのでその概要を報告する。

１．第208回つくば病理談話会
　発表された演題は以下の2題であった。
384）種鶏のStaphylococcus aureusによる化膿性
骨髄炎・関節包炎［鶏ブドウ球菌症］

秋山倫子（山梨県東部家畜保健衛生所）
　提出症例は、白色プリマスロック種、雌、約150
日齢の鶏であり、農場（約800羽飼養）において脚
弱を呈したため病性鑑定が実施された5羽のうち
の1例であった。病原検索においては、本例を含む
２羽の肝臓および関節スワブよりStaphylococcus 
aureusが分離された。また、ウイルス学的検査で
は、５羽全てでトリレオウイルスPCR検査陰性で
あった。病理解剖においては、３羽で大腿骨頭の脆
弱化、関節液貯留、および脛骨中足骨関節腫脹が認
められ、１羽で右坐骨神経の水腫様腫大および脚
部の皮下水腫が認められた。この他に特記すべき
肉眼病変は見られなかった。提出標本（脛骨遠位
端）の組織所見としては、偽好酸球の浸潤、線維素
析出、および骨梁の壊死を伴う化膿性骨髄炎が認
められた。膿瘍も散見され、菌塊（グラム陽性球菌）
の周囲には、重度に浸潤した炎症細胞の変性像も
観察された。また、関節包でも偽好酸球の浸潤が見
られ、この他にも肝臓では肝細胞の変性・壊死や偽
好酸球の集簇巣が認められた。
　以上の所見を提出者は説明・スライド供覧し、参
加者と活発な討論がなされ、組織診断名は「種鶏の
Staphylococcus aureusによる化膿性骨髄炎・関節
炎」、疾病診断名は「鶏ブドウ球菌症」と決定され

た。討議の中で細菌の侵入経路が話題となったが、
発表者によるといずれの症例も下肢に外傷が見ら
れなかったことから、病巣周囲からの創傷からの
感染は想像し難いということであった。また、肝臓
にも病変が見られたこと、骨端付近は骨体の中で
も末梢であることから、敗血症に罹患していた可
能性についても議論がなされた。馬においても菌
検出が認められない重度の関節炎に遭遇する場合
があるが、関節と併せて近傍の骨体・骨髄も検索す
る必要性があると思われた。

387）シャモの肝臓におけるT細胞性リンパ腫［マ
レック病］

金森健太（静岡県中部家畜保健衛生所）
　提出症例は、肉用シャモ、雌、116日齢の鶏で
あった。発生農場は、肉用シャモ760羽を飼養し、0
日齢でマレック病ワクチン(MD2価及びCVI)を接
種した雛を導入していた。食肉検査所での廃棄の
増加に加え、農場内でも成長不良鶏が増加したた
め、発育不良（体重は同日齢の半分程度）を呈した
4羽を用い病性鑑定を実施した。提出症例はその
うちの1羽であった。病原検索ではウイルス学的
検査として、主要臓器および血清を用い、マレック
病ウイルス(MDV)、細網内皮症ウイルス(REV)、鶏
白血病ウイルス(ALV)のA亜群、 B and D亜群、C亜
群、E亜群およびJ亜群を標的とした遺伝子検査を
実施した。その結果、MDVおよびALVのA、C、E亜群
が検出された。また細菌学的検査として、脳および
5大臓器について血液寒天培地およびDHL培地で、
CO2および好気培養したが有意な菌は検出されな
かった。提出症例の外貌は発育不良と脚弱を呈し
ており、病理解剖において肝臓では、肝実質の腫大
および小指大から親指大の白色結節性腫瘍が多数

認められた。他にも 脾臓の腫大と白色腫瘍形成、
腺胃の結節性病変、筋胃ケラチノイド層の脆弱化
や十二指腸に線虫の寄生が認められた。翼下神経、
坐骨神経の腫大は認められなかった。この他の3
羽には線虫寄生の他、特徴的な所見は認められな
かった。肝臓で認められた腫瘍は、組織学的に大小
不同および均一な大きさの核を有したリンパ球性
腫瘍細胞により構成され、比較的境界明瞭な結節
性病変として確認された。正常な肝組織は腫瘍細
胞により圧迫され、残存した正常組織には軽度の
出血が認められた。脾臓、肺、腺胃、皮下組織ではリ
ンパ球性腫瘍細胞が浸潤性～結節性に病変を形成
し、心臓では心筋線維間へのリンパ球性腫瘍細胞
の浸潤が認められた。その他、筋胃びらん、十二指
腸に線虫とコクシジウムの寄生が認められた。抗
CD3マウス血清(Dako)を用いた免疫染色で、腫瘍
細胞は陽性反応を示した。
　以上の所見を提出者は説明・スライド供覧し、参
加者と活発な討論がなされ、組織診断名は「シャモ
の肝臓におけるT細胞性リンパ腫」、疾病診断名は

「マレック病」と決定された。提出者によるとPCR
によりマレック病ウイルスと外来性トリ白血病ウ
イルス（A,C亜群）の両方が検出されたが、腫瘍細胞
がCD3陽性であったことから、マレック病と診断
したとのことであった。一般にマレック病では多
型性、大小不定を示す腫瘍細胞が、リンパ球性白血
病ではほぼ均一な大型リンパ芽球様の腫瘍細胞が
見られる。本例では、それぞれの特徴を有す細胞集
塊が認められ、なおかつPCR検査においてマレッ
ク病およびトリ白血病ウイルスが検出されたこと
から、診断に苦慮したということであった。会場か
らは腫瘍細胞自体の性状の他に、血管壁への腫瘍
細胞浸潤といったマレック病に特異的な組織像も

診断の補助となるという意見も挙がっており、病
理形態学的な鑑別手段の重要性を改めて認識する
ことができた。

２．第104回JPCスライドセミナー
　2015-2016 JPC Wednesday Slide Conference 
16-19の組織標本から、以下の8題が選定され、担
当者からそれぞれの症例について組織標本の所見
や診断名、疾病の概要について説明がなされた。

　今回のJPCスライドセミナーでは、馬の症例と
して新生子の同種赤血球溶血現象（neonata l  
isoerythrolysis）に伴う肝障害（2015-17-1）および
馬伝染性貧血罹患馬における肝炎（（2015-19-1）
が取り上げられた。いずれも貧血を伴う疾患であ
り、肝臓の病変は小葉中心領域の低酸素状態に続
発したと考えられる肝細胞の変性・壊死を特徴と
していた。特に前者では骨髄において赤血球の低
形成が観察されたため、末梢赤血球だけでなく赤
血球前駆細胞の破壊を反映している可能性が疑わ
れた。これに加え馬では、再生性貧血の判断に適し
た指標の1つである網状赤血球を末梢血中に放出
しないことから、貧血の再生性の有無の判断には
骨髄サンプルの採取が必要となるということで
あった。

（上野孝範）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

第71回日本体力医学会大会

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに日
本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても

過言ではない。そのような現状から、運動科学研究
室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒトの
スポーツサイエンスの学会に参加して、最先端の
研究から継続的に学び、新たな研究へのヒントを

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

得ることは不可欠である。
　日本体力医学会は、毎年、国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
り、今年は岩手県で開催された。研究者自身もト
レーニングに勤しんでいる参加者も多く、学会最
終日の朝には持久走大会が開かれているユニーク
な学会大会である。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性運動が
骨格筋の応答に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的トレーニングによるミトコンドリア量の
増加には、PGC-1αが重要な働きを担う。PGC-1αは
時計遺伝子（Bmal1やPeriod2など）による発現調
節を受けて概日リズムを示すことから、時計遺伝
子発現リズムに基づいてトレーニングを実施した
ところ、トレーニングを行う時間帯の違いによっ
て、トレーニング効果が異なっていた（高倉ら、
2015日本体力医学会）。このトレーニング効果の
違いは、運動を行う時間帯によって骨格筋の応答
が異なることに由来している可能性がある。そこ
で、時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性持久
的運動がミトコンドリア生合成に及ぼす影響につ
いて検討した。
　Bmal1発現量がピークとボトムを示す時間帯

（それぞれ6:30および20:00）において運動を実施
するエクササイズ群（E6, E20）と対照群（C6, C20）
にWistar系雄性ラットを分類した。トレッドミル
において、17m/min、60分間の一過性運動が終了
した直後、3時間後、6時間後に腓腹筋深層部を摘
出し、real-time PCRを用いて、PGC-1αやクエン酸
合成酵素（CS）のmRNA発現量を測定した。
　その結果、E6群の運動直後におけるPGC-1αや
CSのmRNA発現量は、同時間帯の対照群であるC6
群と比較して増加したが、E20群では運動の影響
が認められなかった。これらの結果から、運動を実
施する時間帯によって一過性運動がミトコンドリ
ア生合成に及ぼす影響が異なる可能性が示唆され
た。
　夜行性動物であるラットにとって、20:00は暗
期の初期、6:30は暗期の終期であり、PGC-1αやCS
のmRNA発現量が増加した6:30は、人間の感覚の

「早朝」ではなく、「夕方」と言える。競走馬は慣習的
に早朝にトレーニングを行っているが、この時間
帯はトレーニング効果の最大化を目指す上で最適
なのだろうか？ウマはラットと違って夜行性動物
ではないため、Bmal1やPeriod2などの時計遺伝子
発現リズムがラットとは異なる可能性が高く、し
たがってミトコンドリア生合成を考える上で、
6:30はウマにとってベストのトレーニング時間帯
ではない可能性が高い。また、ウマと同様に昼行性
動物であるヒトにおいて、午前中ではなく、夕方や
夜間にトレーニング効果が高まるという報告は数
多く存在する（Chtourou and Souissi  2012, 
Schroder and Esser 2013）。今までの競馬サーク
ルの常識にとらわれることなく、より良いトレー
ニング法を模索していくことの重要性を感じる。

○運動前のカゼインペプチド摂取は、カゼイン摂
取と比較して遅筋線維におけるミトコンドリア酵
素活性を向上させる

松永　裕ら（森永乳業株式会社）
　演者らはこれまでにマウスでの運動前のカゼイ
ンペプチド摂取が、遅筋線維におけるミトコンド
リア酵素活性を向上させることを明らかにした。
しかし、その効果がカゼインペプチド特有のもの
であるのかは明らかでない。そこで、本研究ではカ
ゼインペプチドとカゼインの摂取効果を比較する
ことを目的として検討を行った。
　6週齢の雄性ICRマウスを対照群、運動群、カゼ
インペプチド摂取運動群、カゼイン摂取運動群の
4群に分けた。介入期間は4週間とし、被験試料

（1.0 mg/g 体重）の投与から30分後にトレッドミ
ル走行を行った（15 - 25 m/分、60分、5回/週）。組
織の摘出は最終走行から24時間後に実施した。
　速筋線維優位な足底筋では、対照群と比較して
運動を負荷したすべての群でミトコンドリアの主
要酵素であるクエン酸合成酵素（CS）の活性が向
上した。一方で、遅筋線維優位なヒラメ筋では、対
照群およびカゼイン摂取運動群と比較して、カゼ
インペプチド摂取運動群でCS活性が高値を示し
た。これらの結果から、運動前のカゼインペプチド
摂取は、カゼイン摂取と比較しても遅筋における
ミトコンドリア酵素活性を向上させることが明ら

かとなった。
　トレーニング時に摂取するサプリメントとして
は、筋肥大を期待するレジスタンストレーニング
後に摂取する“プロテイン”が有名である。その際
には、骨格筋タンパク質合成のレギュレーターで
あるロイシンの血中濃度を高めることが重要であ
るといわれており、消化吸収速度の速いホエイ（乳
清）がもてはやされている。一方、カゼインは消化
吸収に時間がかかるため、ロイシン濃度の増加が
穏やかであり、その点からホエイの方がより好ま
れているのが現状である。しかし、サラブレッドの
トレーニング適応を考える上で、筋肥大は重要で
あるが、ミトコンドリア合成も同様もしくはそれ
以上に重要である。もちろん、有酸素能力の要であ
るミトコンドリアを増やすメインの要素はトレー
ニングであるが、それを栄養面からサポートする
因子として、カゼインペプチドを摂取するという
選択肢を考慮に入れてもいいのかもしれない。

（向井和隆）

○レジスタンス運動時における短時間の低酸素曝
露が成長ホルモン分泌動態に及ぼす影響

安藤大輔ら（山梨大学）
　低酸素環境下におけるレジスタンス運動は、常
酸素環境下において行うよりも成長ホルモン分泌
を増大させることが示されている。しかし、これら
の報告では、運動終了後の回復期においても低酸
素曝露が継続されており、低酸素環境下での運動
効果が、その後の回復期の常酸素環境下において
も持続するかは明らかでない。本研究では、低酸素
環境下のレジスタンス運動後に引き続く常酸素環
境下における回復が、成長ホルモン分泌動態に及
ぼす影響を検討することとした。健康な男性8名
を対象とし、常酸素環境下（標高：400m）でのレジ
スタンス運動条件、および低酸素環境下（酸素濃
度：13.0％）でのレジスタンス運動条件の2条件を
設定した。常酸素環境下または低酸素環境下条件
で15分間の安静後、レジスタンス運動を実施し
た。運動はパラレルスクワット（50％1RM）とし、
計8セット（14回×5セット、7回×3セット）実施
した。セット間の休息時間は60秒とし、運動後の
回復期は両条件とも常酸素環境下とした。運動前、

終了直後、15、30および60分後に採血を実施し
た。その結果、低酸素環境下における運動終了直
後、および15分後の血清成長ホルモン濃度は常酸
素環境下に比較して有意に高値を示した（それぞ
れ、P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境下のレ
ジスタンス運動後、常酸素環境下で回復期を設け
ても、成長ホルモン分泌増大の可能性は持続する
ことが明らかとなった。
　低酸素環境下におけるトレーニングは基本的に
運動負荷時のみに低酸素環境下に置かれていれ
ば、効果が認められることを示すものであり、特に
高強度運動においてはそのことが顕著であること
が考えられる。競馬のような高強度運動はまさに
このトレーニングパターンに当てはまるものであ
り、我々が行ってきた、過去の馬の低酸素環境下で
のトレーニングでも同じようなことが体内で起
こっているのではないかと推察された。

○持久性競技者における低酸素環境下での運動時
の負荷特性 －筋損傷・炎症反応およびパフォーマ
ンスの回復動態に着目して－

角　大地ら（立命館大学）
　これまで、低酸素環境下での運動中の生理的応
答や低酸素トレーニングの効果などについては多
くの研究がなされている。一方で、運動後の筋損
傷・炎症反応やパフォーマンスの回復の動態を検
討した研究はきわめて少ない。本研究においては、
低酸素環境下で行なう持久性運動に対する筋損
傷・炎症反応およびパフォーマンスの回復動態を、
通常酸素環境下で行なう運動時と比較することを
目的とした。持久性競技者9名（最大酸素摂取量
62.8±1.6 ml/kg/min）を対象に、高強度インター
バル運動および持続性運動を通常酸素環境下

（20.9%）または低酸素環境下（14.5%）で実施した。
運動時に採気や前腕静脈からの採血などを行っ
た。これらの運動終了2時間後、通常酸素環境下に
おいて90％VO2max強度の運動を疲労困憊に至るま
で行い、その運動継続時間を測定した。その結果、
低酸素環境下条件は通常酸素環境下条件と比較し
て、運動に伴う血中乳酸濃度の上昇が亢進し（P＜
0.05）、筋損傷の間接指標である血清ミオグロビン
濃度の上昇は軽減された（P＜0.05）。運動継続時

間は、低酸素環境下条件（783±107秒）が通常酸
素環境下条件（613±65秒）と比較して有意に高値
を示した（P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境
下での持久性運動は、通常酸素環境下で行なう相
対的に同一強度での運動と比較して筋損傷の程度
が小さく、運動パフォーマンスの回復は早期にみ
られることが示唆された。
　常酸素環境下と相対的に同じ強度の低酸素環境
下でのトレーニングは、絶対的な運動強度が低く
なる。トレーニング環境を変えた実験では相対的
な強度、絶対的な強度のいずれが重要であるかい
つも議論となる点である。しかし、筋損傷やけがの
危険性などの点においては絶対的な強度が重要で
あり、低酸素環境下でのトレーニングは比較的安
全なトレーニングと考えて良さそうである。

（大村　一）

○フルマラソンによる下腿筋の機械的特性変化と
その回復過程

中川剣人ら（早稲田大学）
　近年のランニングブームによりフルマラソンに
取り組む人口が増加している。しかし、フルマラソ
ンが身体に与えるダメージを検討した研究は少な
いため、効率的な障害予防および回復の手段の提
案が難しい。そこで、本研究ではフルマラソンによ
る下肢筋機械的特性および機能の変化とその回復
過程を筋ごとに検討することとした。
　被験者は大学生14名として、フルマラソンレー
スの3日前、完走直後、1日後、3日後、8日後に、下肢
筋の最大等尺性筋力を測定するとともに、超音波
エラストグラフィ法にて筋硬度を計測した。また、
MRIにより筋のT2値を計測した。さらに、筋ごとの
痛みを毎日VAS法（主観的な痛みを点数化する方
法）により計測した。
　計測した筋のうち、前脛骨筋を除くすべての筋
において、レース前に比べてレース後で有意に筋
が硬くなっていた。また、腓腹筋、大腿直筋、大腿二
頭筋においては、8日が経過しても筋硬度が回復
しきらなかった。T2値においては、腓腹筋、大腿二
頭筋を除く計測筋すべてで8日が経過してもレー
ス前よりも高値を示した。一方、筋力においては、
唯一レース直後の変化のあった膝関節屈曲筋力は

レース直後から有意に低く、8日後でも回復しき
らなかった。VAS法で計測した主観的筋痛の程度
は、レース4日後までにすべての筋において回復
した。以上から、フルマラソンによるダメージとそ
の回復過程は、筋ごと、指標ごとに異なることが示
唆された。
　この超音波エラストグラフィを用いた筋硬度が
ウマでも測定できれば、筋疲労の指標になり得、か
つ回復過程も捉えることが可能かもしれない。ま
た、比較的簡便な手法であるため、トレーニング・
センターにおける現役競走馬の筋疲労指標にも利
用可能であるかもしれない。

○樹状細胞の活性に対する高負荷運動の影響
駒野悠太ら（キリン株式会社）

　樹状細胞（DC）は、ウイルスや細菌の貪食作用や
抗原提示作用、他の免疫細胞活性化などを担う重
要な免疫細胞である。しかし、DCと運動後の免疫
低下との関係については十分に検討されていな
い。本研究では、高負荷運動がDC活性および主観
指標に与える影響について検討した。
　20歳以上の運動部の学生（22名）および運動習
慣のない学生（9名）を対象とし、エルゴメーター
による単回運動（最大心拍数の80％の強度）を実
施した。また、運動部員は運動部の練習メニューに
従い、継続運動を実施した。運動前後のミエロイド
DC（mDC）およびプラズマサイトイドDC（pDC）の
活性（CD86、HLA-DR）を測定した。また、主観指標

（POMS）の経過を調査した。
　運動部員では、運動直後、2時間後、14時間後、さ
らに運動継続1週間後、2週間後のmDCおよびpDC
活性が有意に低下していた。運動習慣のない学生
では、運動14時間後のmDC活性の有意な低下が確
認された（2時間後も低下している傾向）。また、単
回運動後において、POMS評価の疲労や活力スコ
アの有意な悪化が確認された。以上から、高負荷強
度の単回・継続運動により、mDC、pDC活性が低下
し、感染リスクやコンディションに影響を与える
可能性が示唆された。
　適度な運動が免疫には良いと言われているが、
日々厳しいトレーニングを行っているアスリート
は極限状態にあり、免疫機能が低下している可能

性を示唆する発表である。トレーニング・センター
に所属する競走馬は、本来のウマの生活スタイル
からはかけ離れた、非常に特殊な環境かつ厳しい
トレーニング下にいると考えられる。特に競走後
は疲労により様々な免疫系に影響を与えている可
能性があると考えられた。
　
○ヒトの広い走速度域におけるケイデンスとス
テップ長

後藤悠太（早稲田大学大学院）
　陸上競技者が高速走行している際、走速度の変
化に伴ってケイデンス（step/s）とステップ長

（m/s）はそれぞれ特異的に変化することが知られ
ている。しかし、それらの変化を走運動の経験別に
明らかにしたものはない。そこで、本研究の目的は
陸上競技経験者や未経験者におけるケイデンスと
ステップ長の変化を明らかにすることとした。
　被験者は大学生の男女80名（短距離選手20名、
長距離選手20名、陸上競技未経験者20名、日常生
活以外で走運動を行っていない20名）とした。被
験者は全天候型陸上競技場で直線30m間を走った

（走運動を行っていない群は20m）。走速度は可能
な限り遅い速度から最高速度まで種々の速度で走
り、横方向からビデオカメラで撮影した動画から
疾走速度（m/s）、ケイデンス（step/s）、ステップ長
を算出した。
　低速域（2m/s）から中速域（5m/s）にかけてのケ
イデンスとステップ長の変化を比較してみると、
陸上競技経験者では速度増加に伴いケイデンスは
一定に保ち、ステップ長を増加させる傾向が見ら
れた。一方、陸上競技未経験者、特に走運動を行っ
ていない群においてはケイデンスとステップ長の
両方を増加させて速度増加を得ていた。速度変化
に伴うケイデンスとステップ長の変化の特徴は陸
上競技経験者とそれ以外で異なっていた。つまり、
走運動のトレーニングがより効率的な動作を獲得
させた可能性が示唆された。
　ウマにおいても走速度を上げるためにはストラ
イド頻度、およびストライド長を上げる必要があ
る。主にどちらを上げて走速度を上昇させるかは
ウマによって異なっていると考えられているが、
本発表で示唆されたトレーニングにより効率的な

動作が獲得できるという仮説がより具体的な形で
示されれば、ウマにも応用可能になるかもしれな
い。

(高橋佑治)

○筋運動後に生じる筋の硬化と腫脹の要因
小宮秀明ら（宇都宮大学）

　運動後の筋腫脹現象はパフォーマンスの低下を
引き起こすため、その生理的要因には興味がある。
筋硬度計を用いた評価に加え、超音波装置の音速
値を用い筋粘弾性および多周波インピーダンスに
よる筋組織内外の水分量を測定し、激運動後の筋
腫脹発現を明らかにした。測定項目は上腕周囲径、
筋硬度、音速値、上腕二頭筋の筋厚及びインピーダ
ンス値、筋細胞内・外抵抗（RI・RE）である。運動は腕
エルゴを用い20%MVCで肘関節の屈曲・伸展運動
を連続10回、2セット行った。運動終了直後から5
分毎に30分間の計測を行った。筋硬度は運動終了
直後に36.4 ± 9.8 kPaに増加し、その後30分間を
通じて緩やかに減少した。上腕周囲径および筋厚
は、筋硬度とほぼ同様の変化を示した。音速値は運
動直後に1565.0 ± 8.6 m/sに減少し、その後30分
間を通して緩やかに増加した。REは運動終了直後
に36.4 ± 8.3 Ωと減少し、その後30分間を通して
緩やかに増加した。50 kHzのインピーダンスはRE
と同様の変化を示した。上腕周囲径、筋硬度の変化
から筋内圧と血液量の充満を、音速値の変化から
筋細胞周辺の水分量の増加を評価し、50 kHzのイ
ンピーダンス値とREより筋細胞間隙での水分量
の貯留増加を明らかにした。激しい局所筋運動後
の腫脹現象の要因として血管内および細胞間隙で
の血液と組織液の貯留によることが示唆された。
　疲労による筋硬度の変化を観察する代表的な方
法は、これまでは筋硬度計であったが、近年は超音
波の伝達速度を利用した方法や、エラストグラ
フィのように圧力による歪み量を測定する方法が
考案されている。今回の結果は、疲労が起こると筋
内の水分量が増加することを示し、そのために筋
肉が腫脹し、筋膜につつまれた筋肉の硬度が増加
することを示していた。しかし、水分量が増加する
と超音波伝達速度が低下することから、音速値を
用いた筋硬度測定法では疲労による筋の硬度変化

を評価できないこと示していた。このような、新し
い超音波技術を用いて、腱靭帯の状態変化のみで
なく、筋肉の疲労についても評価できる方法を探
して行きたい。

○中枢神経系への直流電気刺激によるスプリント
パフォーマンスの向上

笹田周作ら（相模女子大学短期大学部）
　短距離走の全力疾走を行うと最大速度に達した
後に緩やかに速度が低下する。この速度低下の一
部は脳から脊髄へ伝達される下行性指令の機能低
下が原因である。直流電気刺激（DCS）を脳あるい
は脊髄へ与えると、刺激電極周囲にあるニューロ
ンの興奮性を修飾することにより下行性指令を増
強できることが知られている。そこで本研究では、
脳あるいは脊髄へDCSを運動前に与えることで神
経回路網の興奮性を修飾し、スプリントパフォー
マンスを向上させられるか否かを検討した。被験
者は15分間の皮質または腰髄へのDCSを受けた後
に、自転車エルゴメーターにて30秒間の全力サイ
クリング運動を行うことでパフォーマンスが評価
された。皮質DCSは、頭頂部および前額部、脊髄
DCSは第11-12胸椎上および右肩峰部に貼付され

た電極により与えられた。刺激極性は皮質DCSの
頭頂部、脊髄DCSの胸椎部が陽極、陰極または刺激
なし（疑似刺激）3条件で行った。脊髄DCSにおいて
陰極刺激時の平均パワーは陽極及び疑似刺激と比
して向上した。皮質DCSでは、平均パワーは陽極刺
激時に陰極刺激時と比して有意に向上したが、陽
極・陰極刺激ともに疑似刺激時と比して有意な変
化は生じなかった。これらことから、脊髄への陰極
DCSは、スプリントパフォーマンスを向上させる
と考えられた。
　脳や脊髄を電気刺激することには、危険な印象
を受けるが、実際に刺激を受けた人は、ほとんど刺
激を受けているという感覚はなく、一部の人が痒
みのような感覚を持つとのことであった。このよ
うな能力向上の方法は、ドーピングとされるか議
論されるところであるが、今のところ規制される
ような動きとはなっていない。発表者に質問した
ところ、このような刺激効果は、60分程度は持続
し、2分程度の競技に有効であるとのことであっ
た。この条件の場合、競馬にも有効であると考えら
れるので、ヒトにおける今後の展開に注意する必
要がある。

（高橋敏之）

　第208回つくば病理談話会ならびに第104回
JPCスライドセミナーが、平成28年10月 7日（金）
につくば市の農研機構動物衛生研究部門で開催さ
れ、参加したのでその概要を報告する。

１．第208回つくば病理談話会
　発表された演題は以下の2題であった。
384）種鶏のStaphylococcus aureusによる化膿性
骨髄炎・関節包炎［鶏ブドウ球菌症］

秋山倫子（山梨県東部家畜保健衛生所）
　提出症例は、白色プリマスロック種、雌、約150
日齢の鶏であり、農場（約800羽飼養）において脚
弱を呈したため病性鑑定が実施された5羽のうち
の1例であった。病原検索においては、本例を含む
２羽の肝臓および関節スワブよりStaphylococcus 
aureusが分離された。また、ウイルス学的検査で
は、５羽全てでトリレオウイルスPCR検査陰性で
あった。病理解剖においては、３羽で大腿骨頭の脆
弱化、関節液貯留、および脛骨中足骨関節腫脹が認
められ、１羽で右坐骨神経の水腫様腫大および脚
部の皮下水腫が認められた。この他に特記すべき
肉眼病変は見られなかった。提出標本（脛骨遠位
端）の組織所見としては、偽好酸球の浸潤、線維素
析出、および骨梁の壊死を伴う化膿性骨髄炎が認
められた。膿瘍も散見され、菌塊（グラム陽性球菌）
の周囲には、重度に浸潤した炎症細胞の変性像も
観察された。また、関節包でも偽好酸球の浸潤が見
られ、この他にも肝臓では肝細胞の変性・壊死や偽
好酸球の集簇巣が認められた。
　以上の所見を提出者は説明・スライド供覧し、参
加者と活発な討論がなされ、組織診断名は「種鶏の
Staphylococcus aureusによる化膿性骨髄炎・関節
炎」、疾病診断名は「鶏ブドウ球菌症」と決定され

た。討議の中で細菌の侵入経路が話題となったが、
発表者によるといずれの症例も下肢に外傷が見ら
れなかったことから、病巣周囲からの創傷からの
感染は想像し難いということであった。また、肝臓
にも病変が見られたこと、骨端付近は骨体の中で
も末梢であることから、敗血症に罹患していた可
能性についても議論がなされた。馬においても菌
検出が認められない重度の関節炎に遭遇する場合
があるが、関節と併せて近傍の骨体・骨髄も検索す
る必要性があると思われた。

387）シャモの肝臓におけるT細胞性リンパ腫［マ
レック病］

金森健太（静岡県中部家畜保健衛生所）
　提出症例は、肉用シャモ、雌、116日齢の鶏で
あった。発生農場は、肉用シャモ760羽を飼養し、0
日齢でマレック病ワクチン(MD2価及びCVI)を接
種した雛を導入していた。食肉検査所での廃棄の
増加に加え、農場内でも成長不良鶏が増加したた
め、発育不良（体重は同日齢の半分程度）を呈した
4羽を用い病性鑑定を実施した。提出症例はその
うちの1羽であった。病原検索ではウイルス学的
検査として、主要臓器および血清を用い、マレック
病ウイルス(MDV)、細網内皮症ウイルス(REV)、鶏
白血病ウイルス(ALV)のA亜群、 B and D亜群、C亜
群、E亜群およびJ亜群を標的とした遺伝子検査を
実施した。その結果、MDVおよびALVのA、C、E亜群
が検出された。また細菌学的検査として、脳および
5大臓器について血液寒天培地およびDHL培地で、
CO2および好気培養したが有意な菌は検出されな
かった。提出症例の外貌は発育不良と脚弱を呈し
ており、病理解剖において肝臓では、肝実質の腫大
および小指大から親指大の白色結節性腫瘍が多数

認められた。他にも 脾臓の腫大と白色腫瘍形成、
腺胃の結節性病変、筋胃ケラチノイド層の脆弱化
や十二指腸に線虫の寄生が認められた。翼下神経、
坐骨神経の腫大は認められなかった。この他の3
羽には線虫寄生の他、特徴的な所見は認められな
かった。肝臓で認められた腫瘍は、組織学的に大小
不同および均一な大きさの核を有したリンパ球性
腫瘍細胞により構成され、比較的境界明瞭な結節
性病変として確認された。正常な肝組織は腫瘍細
胞により圧迫され、残存した正常組織には軽度の
出血が認められた。脾臓、肺、腺胃、皮下組織ではリ
ンパ球性腫瘍細胞が浸潤性～結節性に病変を形成
し、心臓では心筋線維間へのリンパ球性腫瘍細胞
の浸潤が認められた。その他、筋胃びらん、十二指
腸に線虫とコクシジウムの寄生が認められた。抗
CD3マウス血清(Dako)を用いた免疫染色で、腫瘍
細胞は陽性反応を示した。
　以上の所見を提出者は説明・スライド供覧し、参
加者と活発な討論がなされ、組織診断名は「シャモ
の肝臓におけるT細胞性リンパ腫」、疾病診断名は

「マレック病」と決定された。提出者によるとPCR
によりマレック病ウイルスと外来性トリ白血病ウ
イルス（A,C亜群）の両方が検出されたが、腫瘍細胞
がCD3陽性であったことから、マレック病と診断
したとのことであった。一般にマレック病では多
型性、大小不定を示す腫瘍細胞が、リンパ球性白血
病ではほぼ均一な大型リンパ芽球様の腫瘍細胞が
見られる。本例では、それぞれの特徴を有す細胞集
塊が認められ、なおかつPCR検査においてマレッ
ク病およびトリ白血病ウイルスが検出されたこと
から、診断に苦慮したということであった。会場か
らは腫瘍細胞自体の性状の他に、血管壁への腫瘍
細胞浸潤といったマレック病に特異的な組織像も

診断の補助となるという意見も挙がっており、病
理形態学的な鑑別手段の重要性を改めて認識する
ことができた。

２．第104回JPCスライドセミナー
　2015-2016 JPC Wednesday Slide Conference 
16-19の組織標本から、以下の8題が選定され、担
当者からそれぞれの症例について組織標本の所見
や診断名、疾病の概要について説明がなされた。

　今回のJPCスライドセミナーでは、馬の症例と
して新生子の同種赤血球溶血現象（neonata l  
isoerythrolysis）に伴う肝障害（2015-17-1）および
馬伝染性貧血罹患馬における肝炎（（2015-19-1）
が取り上げられた。いずれも貧血を伴う疾患であ
り、肝臓の病変は小葉中心領域の低酸素状態に続
発したと考えられる肝細胞の変性・壊死を特徴と
していた。特に前者では骨髄において赤血球の低
形成が観察されたため、末梢赤血球だけでなく赤
血球前駆細胞の破壊を反映している可能性が疑わ
れた。これに加え馬では、再生性貧血の判断に適し
た指標の1つである網状赤血球を末梢血中に放出
しないことから、貧血の再生性の有無の判断には
骨髄サンプルの採取が必要となるということで
あった。

（上野孝範）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに日
本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても

過言ではない。そのような現状から、運動科学研究
室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒトの
スポーツサイエンスの学会に参加して、最先端の
研究から継続的に学び、新たな研究へのヒントを

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

得ることは不可欠である。
　日本体力医学会は、毎年、国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
り、今年は岩手県で開催された。研究者自身もト
レーニングに勤しんでいる参加者も多く、学会最
終日の朝には持久走大会が開かれているユニーク
な学会大会である。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性運動が
骨格筋の応答に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的トレーニングによるミトコンドリア量の
増加には、PGC-1αが重要な働きを担う。PGC-1αは
時計遺伝子（Bmal1やPeriod2など）による発現調
節を受けて概日リズムを示すことから、時計遺伝
子発現リズムに基づいてトレーニングを実施した
ところ、トレーニングを行う時間帯の違いによっ
て、トレーニング効果が異なっていた（高倉ら、
2015日本体力医学会）。このトレーニング効果の
違いは、運動を行う時間帯によって骨格筋の応答
が異なることに由来している可能性がある。そこ
で、時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性持久
的運動がミトコンドリア生合成に及ぼす影響につ
いて検討した。
　Bmal1発現量がピークとボトムを示す時間帯

（それぞれ6:30および20:00）において運動を実施
するエクササイズ群（E6, E20）と対照群（C6, C20）
にWistar系雄性ラットを分類した。トレッドミル
において、17m/min、60分間の一過性運動が終了
した直後、3時間後、6時間後に腓腹筋深層部を摘
出し、real-time PCRを用いて、PGC-1αやクエン酸
合成酵素（CS）のmRNA発現量を測定した。
　その結果、E6群の運動直後におけるPGC-1αや
CSのmRNA発現量は、同時間帯の対照群であるC6
群と比較して増加したが、E20群では運動の影響
が認められなかった。これらの結果から、運動を実
施する時間帯によって一過性運動がミトコンドリ
ア生合成に及ぼす影響が異なる可能性が示唆され
た。
　夜行性動物であるラットにとって、20:00は暗
期の初期、6:30は暗期の終期であり、PGC-1αやCS
のmRNA発現量が増加した6:30は、人間の感覚の

「早朝」ではなく、「夕方」と言える。競走馬は慣習的
に早朝にトレーニングを行っているが、この時間
帯はトレーニング効果の最大化を目指す上で最適
なのだろうか？ウマはラットと違って夜行性動物
ではないため、Bmal1やPeriod2などの時計遺伝子
発現リズムがラットとは異なる可能性が高く、し
たがってミトコンドリア生合成を考える上で、
6:30はウマにとってベストのトレーニング時間帯
ではない可能性が高い。また、ウマと同様に昼行性
動物であるヒトにおいて、午前中ではなく、夕方や
夜間にトレーニング効果が高まるという報告は数
多く存在する（Chtourou and Souissi  2012, 
Schroder and Esser 2013）。今までの競馬サーク
ルの常識にとらわれることなく、より良いトレー
ニング法を模索していくことの重要性を感じる。

○運動前のカゼインペプチド摂取は、カゼイン摂
取と比較して遅筋線維におけるミトコンドリア酵
素活性を向上させる

松永　裕ら（森永乳業株式会社）
　演者らはこれまでにマウスでの運動前のカゼイ
ンペプチド摂取が、遅筋線維におけるミトコンド
リア酵素活性を向上させることを明らかにした。
しかし、その効果がカゼインペプチド特有のもの
であるのかは明らかでない。そこで、本研究ではカ
ゼインペプチドとカゼインの摂取効果を比較する
ことを目的として検討を行った。
　6週齢の雄性ICRマウスを対照群、運動群、カゼ
インペプチド摂取運動群、カゼイン摂取運動群の
4群に分けた。介入期間は4週間とし、被験試料

（1.0 mg/g 体重）の投与から30分後にトレッドミ
ル走行を行った（15 - 25 m/分、60分、5回/週）。組
織の摘出は最終走行から24時間後に実施した。
　速筋線維優位な足底筋では、対照群と比較して
運動を負荷したすべての群でミトコンドリアの主
要酵素であるクエン酸合成酵素（CS）の活性が向
上した。一方で、遅筋線維優位なヒラメ筋では、対
照群およびカゼイン摂取運動群と比較して、カゼ
インペプチド摂取運動群でCS活性が高値を示し
た。これらの結果から、運動前のカゼインペプチド
摂取は、カゼイン摂取と比較しても遅筋における
ミトコンドリア酵素活性を向上させることが明ら

かとなった。
　トレーニング時に摂取するサプリメントとして
は、筋肥大を期待するレジスタンストレーニング
後に摂取する“プロテイン”が有名である。その際
には、骨格筋タンパク質合成のレギュレーターで
あるロイシンの血中濃度を高めることが重要であ
るといわれており、消化吸収速度の速いホエイ（乳
清）がもてはやされている。一方、カゼインは消化
吸収に時間がかかるため、ロイシン濃度の増加が
穏やかであり、その点からホエイの方がより好ま
れているのが現状である。しかし、サラブレッドの
トレーニング適応を考える上で、筋肥大は重要で
あるが、ミトコンドリア合成も同様もしくはそれ
以上に重要である。もちろん、有酸素能力の要であ
るミトコンドリアを増やすメインの要素はトレー
ニングであるが、それを栄養面からサポートする
因子として、カゼインペプチドを摂取するという
選択肢を考慮に入れてもいいのかもしれない。

（向井和隆）

○レジスタンス運動時における短時間の低酸素曝
露が成長ホルモン分泌動態に及ぼす影響

安藤大輔ら（山梨大学）
　低酸素環境下におけるレジスタンス運動は、常
酸素環境下において行うよりも成長ホルモン分泌
を増大させることが示されている。しかし、これら
の報告では、運動終了後の回復期においても低酸
素曝露が継続されており、低酸素環境下での運動
効果が、その後の回復期の常酸素環境下において
も持続するかは明らかでない。本研究では、低酸素
環境下のレジスタンス運動後に引き続く常酸素環
境下における回復が、成長ホルモン分泌動態に及
ぼす影響を検討することとした。健康な男性8名
を対象とし、常酸素環境下（標高：400m）でのレジ
スタンス運動条件、および低酸素環境下（酸素濃
度：13.0％）でのレジスタンス運動条件の2条件を
設定した。常酸素環境下または低酸素環境下条件
で15分間の安静後、レジスタンス運動を実施し
た。運動はパラレルスクワット（50％1RM）とし、
計8セット（14回×5セット、7回×3セット）実施
した。セット間の休息時間は60秒とし、運動後の
回復期は両条件とも常酸素環境下とした。運動前、

終了直後、15、30および60分後に採血を実施し
た。その結果、低酸素環境下における運動終了直
後、および15分後の血清成長ホルモン濃度は常酸
素環境下に比較して有意に高値を示した（それぞ
れ、P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境下のレ
ジスタンス運動後、常酸素環境下で回復期を設け
ても、成長ホルモン分泌増大の可能性は持続する
ことが明らかとなった。
　低酸素環境下におけるトレーニングは基本的に
運動負荷時のみに低酸素環境下に置かれていれ
ば、効果が認められることを示すものであり、特に
高強度運動においてはそのことが顕著であること
が考えられる。競馬のような高強度運動はまさに
このトレーニングパターンに当てはまるものであ
り、我々が行ってきた、過去の馬の低酸素環境下で
のトレーニングでも同じようなことが体内で起
こっているのではないかと推察された。

○持久性競技者における低酸素環境下での運動時
の負荷特性 －筋損傷・炎症反応およびパフォーマ
ンスの回復動態に着目して－

角　大地ら（立命館大学）
　これまで、低酸素環境下での運動中の生理的応
答や低酸素トレーニングの効果などについては多
くの研究がなされている。一方で、運動後の筋損
傷・炎症反応やパフォーマンスの回復の動態を検
討した研究はきわめて少ない。本研究においては、
低酸素環境下で行なう持久性運動に対する筋損
傷・炎症反応およびパフォーマンスの回復動態を、
通常酸素環境下で行なう運動時と比較することを
目的とした。持久性競技者9名（最大酸素摂取量
62.8±1.6 ml/kg/min）を対象に、高強度インター
バル運動および持続性運動を通常酸素環境下

（20.9%）または低酸素環境下（14.5%）で実施した。
運動時に採気や前腕静脈からの採血などを行っ
た。これらの運動終了2時間後、通常酸素環境下に
おいて90％VO2max強度の運動を疲労困憊に至るま
で行い、その運動継続時間を測定した。その結果、
低酸素環境下条件は通常酸素環境下条件と比較し
て、運動に伴う血中乳酸濃度の上昇が亢進し（P＜
0.05）、筋損傷の間接指標である血清ミオグロビン
濃度の上昇は軽減された（P＜0.05）。運動継続時

間は、低酸素環境下条件（783±107秒）が通常酸
素環境下条件（613±65秒）と比較して有意に高値
を示した（P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境
下での持久性運動は、通常酸素環境下で行なう相
対的に同一強度での運動と比較して筋損傷の程度
が小さく、運動パフォーマンスの回復は早期にみ
られることが示唆された。
　常酸素環境下と相対的に同じ強度の低酸素環境
下でのトレーニングは、絶対的な運動強度が低く
なる。トレーニング環境を変えた実験では相対的
な強度、絶対的な強度のいずれが重要であるかい
つも議論となる点である。しかし、筋損傷やけがの
危険性などの点においては絶対的な強度が重要で
あり、低酸素環境下でのトレーニングは比較的安
全なトレーニングと考えて良さそうである。

（大村　一）

○フルマラソンによる下腿筋の機械的特性変化と
その回復過程

中川剣人ら（早稲田大学）
　近年のランニングブームによりフルマラソンに
取り組む人口が増加している。しかし、フルマラソ
ンが身体に与えるダメージを検討した研究は少な
いため、効率的な障害予防および回復の手段の提
案が難しい。そこで、本研究ではフルマラソンによ
る下肢筋機械的特性および機能の変化とその回復
過程を筋ごとに検討することとした。
　被験者は大学生14名として、フルマラソンレー
スの3日前、完走直後、1日後、3日後、8日後に、下肢
筋の最大等尺性筋力を測定するとともに、超音波
エラストグラフィ法にて筋硬度を計測した。また、
MRIにより筋のT2値を計測した。さらに、筋ごとの
痛みを毎日VAS法（主観的な痛みを点数化する方
法）により計測した。
　計測した筋のうち、前脛骨筋を除くすべての筋
において、レース前に比べてレース後で有意に筋
が硬くなっていた。また、腓腹筋、大腿直筋、大腿二
頭筋においては、8日が経過しても筋硬度が回復
しきらなかった。T2値においては、腓腹筋、大腿二
頭筋を除く計測筋すべてで8日が経過してもレー
ス前よりも高値を示した。一方、筋力においては、
唯一レース直後の変化のあった膝関節屈曲筋力は

レース直後から有意に低く、8日後でも回復しき
らなかった。VAS法で計測した主観的筋痛の程度
は、レース4日後までにすべての筋において回復
した。以上から、フルマラソンによるダメージとそ
の回復過程は、筋ごと、指標ごとに異なることが示
唆された。
　この超音波エラストグラフィを用いた筋硬度が
ウマでも測定できれば、筋疲労の指標になり得、か
つ回復過程も捉えることが可能かもしれない。ま
た、比較的簡便な手法であるため、トレーニング・
センターにおける現役競走馬の筋疲労指標にも利
用可能であるかもしれない。

○樹状細胞の活性に対する高負荷運動の影響
駒野悠太ら（キリン株式会社）

　樹状細胞（DC）は、ウイルスや細菌の貪食作用や
抗原提示作用、他の免疫細胞活性化などを担う重
要な免疫細胞である。しかし、DCと運動後の免疫
低下との関係については十分に検討されていな
い。本研究では、高負荷運動がDC活性および主観
指標に与える影響について検討した。
　20歳以上の運動部の学生（22名）および運動習
慣のない学生（9名）を対象とし、エルゴメーター
による単回運動（最大心拍数の80％の強度）を実
施した。また、運動部員は運動部の練習メニューに
従い、継続運動を実施した。運動前後のミエロイド
DC（mDC）およびプラズマサイトイドDC（pDC）の
活性（CD86、HLA-DR）を測定した。また、主観指標

（POMS）の経過を調査した。
　運動部員では、運動直後、2時間後、14時間後、さ
らに運動継続1週間後、2週間後のmDCおよびpDC
活性が有意に低下していた。運動習慣のない学生
では、運動14時間後のmDC活性の有意な低下が確
認された（2時間後も低下している傾向）。また、単
回運動後において、POMS評価の疲労や活力スコ
アの有意な悪化が確認された。以上から、高負荷強
度の単回・継続運動により、mDC、pDC活性が低下
し、感染リスクやコンディションに影響を与える
可能性が示唆された。
　適度な運動が免疫には良いと言われているが、
日々厳しいトレーニングを行っているアスリート
は極限状態にあり、免疫機能が低下している可能

性を示唆する発表である。トレーニング・センター
に所属する競走馬は、本来のウマの生活スタイル
からはかけ離れた、非常に特殊な環境かつ厳しい
トレーニング下にいると考えられる。特に競走後
は疲労により様々な免疫系に影響を与えている可
能性があると考えられた。
　
○ヒトの広い走速度域におけるケイデンスとス
テップ長

後藤悠太（早稲田大学大学院）
　陸上競技者が高速走行している際、走速度の変
化に伴ってケイデンス（step/s）とステップ長

（m/s）はそれぞれ特異的に変化することが知られ
ている。しかし、それらの変化を走運動の経験別に
明らかにしたものはない。そこで、本研究の目的は
陸上競技経験者や未経験者におけるケイデンスと
ステップ長の変化を明らかにすることとした。
　被験者は大学生の男女80名（短距離選手20名、
長距離選手20名、陸上競技未経験者20名、日常生
活以外で走運動を行っていない20名）とした。被
験者は全天候型陸上競技場で直線30m間を走った

（走運動を行っていない群は20m）。走速度は可能
な限り遅い速度から最高速度まで種々の速度で走
り、横方向からビデオカメラで撮影した動画から
疾走速度（m/s）、ケイデンス（step/s）、ステップ長
を算出した。
　低速域（2m/s）から中速域（5m/s）にかけてのケ
イデンスとステップ長の変化を比較してみると、
陸上競技経験者では速度増加に伴いケイデンスは
一定に保ち、ステップ長を増加させる傾向が見ら
れた。一方、陸上競技未経験者、特に走運動を行っ
ていない群においてはケイデンスとステップ長の
両方を増加させて速度増加を得ていた。速度変化
に伴うケイデンスとステップ長の変化の特徴は陸
上競技経験者とそれ以外で異なっていた。つまり、
走運動のトレーニングがより効率的な動作を獲得
させた可能性が示唆された。
　ウマにおいても走速度を上げるためにはストラ
イド頻度、およびストライド長を上げる必要があ
る。主にどちらを上げて走速度を上昇させるかは
ウマによって異なっていると考えられているが、
本発表で示唆されたトレーニングにより効率的な

動作が獲得できるという仮説がより具体的な形で
示されれば、ウマにも応用可能になるかもしれな
い。

(高橋佑治)

○筋運動後に生じる筋の硬化と腫脹の要因
小宮秀明ら（宇都宮大学）

　運動後の筋腫脹現象はパフォーマンスの低下を
引き起こすため、その生理的要因には興味がある。
筋硬度計を用いた評価に加え、超音波装置の音速
値を用い筋粘弾性および多周波インピーダンスに
よる筋組織内外の水分量を測定し、激運動後の筋
腫脹発現を明らかにした。測定項目は上腕周囲径、
筋硬度、音速値、上腕二頭筋の筋厚及びインピーダ
ンス値、筋細胞内・外抵抗（RI・RE）である。運動は腕
エルゴを用い20%MVCで肘関節の屈曲・伸展運動
を連続10回、2セット行った。運動終了直後から5
分毎に30分間の計測を行った。筋硬度は運動終了
直後に36.4 ± 9.8 kPaに増加し、その後30分間を
通じて緩やかに減少した。上腕周囲径および筋厚
は、筋硬度とほぼ同様の変化を示した。音速値は運
動直後に1565.0 ± 8.6 m/sに減少し、その後30分
間を通して緩やかに増加した。REは運動終了直後
に36.4 ± 8.3 Ωと減少し、その後30分間を通して
緩やかに増加した。50 kHzのインピーダンスはRE
と同様の変化を示した。上腕周囲径、筋硬度の変化
から筋内圧と血液量の充満を、音速値の変化から
筋細胞周辺の水分量の増加を評価し、50 kHzのイ
ンピーダンス値とREより筋細胞間隙での水分量
の貯留増加を明らかにした。激しい局所筋運動後
の腫脹現象の要因として血管内および細胞間隙で
の血液と組織液の貯留によることが示唆された。
　疲労による筋硬度の変化を観察する代表的な方
法は、これまでは筋硬度計であったが、近年は超音
波の伝達速度を利用した方法や、エラストグラ
フィのように圧力による歪み量を測定する方法が
考案されている。今回の結果は、疲労が起こると筋
内の水分量が増加することを示し、そのために筋
肉が腫脹し、筋膜につつまれた筋肉の硬度が増加
することを示していた。しかし、水分量が増加する
と超音波伝達速度が低下することから、音速値を
用いた筋硬度測定法では疲労による筋の硬度変化

を評価できないこと示していた。このような、新し
い超音波技術を用いて、腱靭帯の状態変化のみで
なく、筋肉の疲労についても評価できる方法を探
して行きたい。

○中枢神経系への直流電気刺激によるスプリント
パフォーマンスの向上

笹田周作ら（相模女子大学短期大学部）
　短距離走の全力疾走を行うと最大速度に達した
後に緩やかに速度が低下する。この速度低下の一
部は脳から脊髄へ伝達される下行性指令の機能低
下が原因である。直流電気刺激（DCS）を脳あるい
は脊髄へ与えると、刺激電極周囲にあるニューロ
ンの興奮性を修飾することにより下行性指令を増
強できることが知られている。そこで本研究では、
脳あるいは脊髄へDCSを運動前に与えることで神
経回路網の興奮性を修飾し、スプリントパフォー
マンスを向上させられるか否かを検討した。被験
者は15分間の皮質または腰髄へのDCSを受けた後
に、自転車エルゴメーターにて30秒間の全力サイ
クリング運動を行うことでパフォーマンスが評価
された。皮質DCSは、頭頂部および前額部、脊髄
DCSは第11-12胸椎上および右肩峰部に貼付され

た電極により与えられた。刺激極性は皮質DCSの
頭頂部、脊髄DCSの胸椎部が陽極、陰極または刺激
なし（疑似刺激）3条件で行った。脊髄DCSにおいて
陰極刺激時の平均パワーは陽極及び疑似刺激と比
して向上した。皮質DCSでは、平均パワーは陽極刺
激時に陰極刺激時と比して有意に向上したが、陽
極・陰極刺激ともに疑似刺激時と比して有意な変
化は生じなかった。これらことから、脊髄への陰極
DCSは、スプリントパフォーマンスを向上させる
と考えられた。
　脳や脊髄を電気刺激することには、危険な印象
を受けるが、実際に刺激を受けた人は、ほとんど刺
激を受けているという感覚はなく、一部の人が痒
みのような感覚を持つとのことであった。このよ
うな能力向上の方法は、ドーピングとされるか議
論されるところであるが、今のところ規制される
ような動きとはなっていない。発表者に質問した
ところ、このような刺激効果は、60分程度は持続
し、2分程度の競技に有効であるとのことであっ
た。この条件の場合、競馬にも有効であると考えら
れるので、ヒトにおける今後の展開に注意する必
要がある。

（高橋敏之）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに日
本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても

過言ではない。そのような現状から、運動科学研究
室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒトの
スポーツサイエンスの学会に参加して、最先端の
研究から継続的に学び、新たな研究へのヒントを

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

得ることは不可欠である。
　日本体力医学会は、毎年、国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
り、今年は岩手県で開催された。研究者自身もト
レーニングに勤しんでいる参加者も多く、学会最
終日の朝には持久走大会が開かれているユニーク
な学会大会である。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性運動が
骨格筋の応答に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的トレーニングによるミトコンドリア量の
増加には、PGC-1αが重要な働きを担う。PGC-1αは
時計遺伝子（Bmal1やPeriod2など）による発現調
節を受けて概日リズムを示すことから、時計遺伝
子発現リズムに基づいてトレーニングを実施した
ところ、トレーニングを行う時間帯の違いによっ
て、トレーニング効果が異なっていた（高倉ら、
2015日本体力医学会）。このトレーニング効果の
違いは、運動を行う時間帯によって骨格筋の応答
が異なることに由来している可能性がある。そこ
で、時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性持久
的運動がミトコンドリア生合成に及ぼす影響につ
いて検討した。
　Bmal1発現量がピークとボトムを示す時間帯

（それぞれ6:30および20:00）において運動を実施
するエクササイズ群（E6, E20）と対照群（C6, C20）
にWistar系雄性ラットを分類した。トレッドミル
において、17m/min、60分間の一過性運動が終了
した直後、3時間後、6時間後に腓腹筋深層部を摘
出し、real-time PCRを用いて、PGC-1αやクエン酸
合成酵素（CS）のmRNA発現量を測定した。
　その結果、E6群の運動直後におけるPGC-1αや
CSのmRNA発現量は、同時間帯の対照群であるC6
群と比較して増加したが、E20群では運動の影響
が認められなかった。これらの結果から、運動を実
施する時間帯によって一過性運動がミトコンドリ
ア生合成に及ぼす影響が異なる可能性が示唆され
た。
　夜行性動物であるラットにとって、20:00は暗
期の初期、6:30は暗期の終期であり、PGC-1αやCS
のmRNA発現量が増加した6:30は、人間の感覚の

「早朝」ではなく、「夕方」と言える。競走馬は慣習的
に早朝にトレーニングを行っているが、この時間
帯はトレーニング効果の最大化を目指す上で最適
なのだろうか？ウマはラットと違って夜行性動物
ではないため、Bmal1やPeriod2などの時計遺伝子
発現リズムがラットとは異なる可能性が高く、し
たがってミトコンドリア生合成を考える上で、
6:30はウマにとってベストのトレーニング時間帯
ではない可能性が高い。また、ウマと同様に昼行性
動物であるヒトにおいて、午前中ではなく、夕方や
夜間にトレーニング効果が高まるという報告は数
多く存在する（Chtourou and Souissi  2012, 
Schroder and Esser 2013）。今までの競馬サーク
ルの常識にとらわれることなく、より良いトレー
ニング法を模索していくことの重要性を感じる。

○運動前のカゼインペプチド摂取は、カゼイン摂
取と比較して遅筋線維におけるミトコンドリア酵
素活性を向上させる

松永　裕ら（森永乳業株式会社）
　演者らはこれまでにマウスでの運動前のカゼイ
ンペプチド摂取が、遅筋線維におけるミトコンド
リア酵素活性を向上させることを明らかにした。
しかし、その効果がカゼインペプチド特有のもの
であるのかは明らかでない。そこで、本研究ではカ
ゼインペプチドとカゼインの摂取効果を比較する
ことを目的として検討を行った。
　6週齢の雄性ICRマウスを対照群、運動群、カゼ
インペプチド摂取運動群、カゼイン摂取運動群の
4群に分けた。介入期間は4週間とし、被験試料

（1.0 mg/g 体重）の投与から30分後にトレッドミ
ル走行を行った（15 - 25 m/分、60分、5回/週）。組
織の摘出は最終走行から24時間後に実施した。
　速筋線維優位な足底筋では、対照群と比較して
運動を負荷したすべての群でミトコンドリアの主
要酵素であるクエン酸合成酵素（CS）の活性が向
上した。一方で、遅筋線維優位なヒラメ筋では、対
照群およびカゼイン摂取運動群と比較して、カゼ
インペプチド摂取運動群でCS活性が高値を示し
た。これらの結果から、運動前のカゼインペプチド
摂取は、カゼイン摂取と比較しても遅筋における
ミトコンドリア酵素活性を向上させることが明ら

かとなった。
　トレーニング時に摂取するサプリメントとして
は、筋肥大を期待するレジスタンストレーニング
後に摂取する“プロテイン”が有名である。その際
には、骨格筋タンパク質合成のレギュレーターで
あるロイシンの血中濃度を高めることが重要であ
るといわれており、消化吸収速度の速いホエイ（乳
清）がもてはやされている。一方、カゼインは消化
吸収に時間がかかるため、ロイシン濃度の増加が
穏やかであり、その点からホエイの方がより好ま
れているのが現状である。しかし、サラブレッドの
トレーニング適応を考える上で、筋肥大は重要で
あるが、ミトコンドリア合成も同様もしくはそれ
以上に重要である。もちろん、有酸素能力の要であ
るミトコンドリアを増やすメインの要素はトレー
ニングであるが、それを栄養面からサポートする
因子として、カゼインペプチドを摂取するという
選択肢を考慮に入れてもいいのかもしれない。

（向井和隆）

○レジスタンス運動時における短時間の低酸素曝
露が成長ホルモン分泌動態に及ぼす影響

安藤大輔ら（山梨大学）
　低酸素環境下におけるレジスタンス運動は、常
酸素環境下において行うよりも成長ホルモン分泌
を増大させることが示されている。しかし、これら
の報告では、運動終了後の回復期においても低酸
素曝露が継続されており、低酸素環境下での運動
効果が、その後の回復期の常酸素環境下において
も持続するかは明らかでない。本研究では、低酸素
環境下のレジスタンス運動後に引き続く常酸素環
境下における回復が、成長ホルモン分泌動態に及
ぼす影響を検討することとした。健康な男性8名
を対象とし、常酸素環境下（標高：400m）でのレジ
スタンス運動条件、および低酸素環境下（酸素濃
度：13.0％）でのレジスタンス運動条件の2条件を
設定した。常酸素環境下または低酸素環境下条件
で15分間の安静後、レジスタンス運動を実施し
た。運動はパラレルスクワット（50％1RM）とし、
計8セット（14回×5セット、7回×3セット）実施
した。セット間の休息時間は60秒とし、運動後の
回復期は両条件とも常酸素環境下とした。運動前、

終了直後、15、30および60分後に採血を実施し
た。その結果、低酸素環境下における運動終了直
後、および15分後の血清成長ホルモン濃度は常酸
素環境下に比較して有意に高値を示した（それぞ
れ、P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境下のレ
ジスタンス運動後、常酸素環境下で回復期を設け
ても、成長ホルモン分泌増大の可能性は持続する
ことが明らかとなった。
　低酸素環境下におけるトレーニングは基本的に
運動負荷時のみに低酸素環境下に置かれていれ
ば、効果が認められることを示すものであり、特に
高強度運動においてはそのことが顕著であること
が考えられる。競馬のような高強度運動はまさに
このトレーニングパターンに当てはまるものであ
り、我々が行ってきた、過去の馬の低酸素環境下で
のトレーニングでも同じようなことが体内で起
こっているのではないかと推察された。

○持久性競技者における低酸素環境下での運動時
の負荷特性 －筋損傷・炎症反応およびパフォーマ
ンスの回復動態に着目して－

角　大地ら（立命館大学）
　これまで、低酸素環境下での運動中の生理的応
答や低酸素トレーニングの効果などについては多
くの研究がなされている。一方で、運動後の筋損
傷・炎症反応やパフォーマンスの回復の動態を検
討した研究はきわめて少ない。本研究においては、
低酸素環境下で行なう持久性運動に対する筋損
傷・炎症反応およびパフォーマンスの回復動態を、
通常酸素環境下で行なう運動時と比較することを
目的とした。持久性競技者9名（最大酸素摂取量
62.8±1.6 ml/kg/min）を対象に、高強度インター
バル運動および持続性運動を通常酸素環境下

（20.9%）または低酸素環境下（14.5%）で実施した。
運動時に採気や前腕静脈からの採血などを行っ
た。これらの運動終了2時間後、通常酸素環境下に
おいて90％VO2max強度の運動を疲労困憊に至るま
で行い、その運動継続時間を測定した。その結果、
低酸素環境下条件は通常酸素環境下条件と比較し
て、運動に伴う血中乳酸濃度の上昇が亢進し（P＜
0.05）、筋損傷の間接指標である血清ミオグロビン
濃度の上昇は軽減された（P＜0.05）。運動継続時

間は、低酸素環境下条件（783±107秒）が通常酸
素環境下条件（613±65秒）と比較して有意に高値
を示した（P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境
下での持久性運動は、通常酸素環境下で行なう相
対的に同一強度での運動と比較して筋損傷の程度
が小さく、運動パフォーマンスの回復は早期にみ
られることが示唆された。
　常酸素環境下と相対的に同じ強度の低酸素環境
下でのトレーニングは、絶対的な運動強度が低く
なる。トレーニング環境を変えた実験では相対的
な強度、絶対的な強度のいずれが重要であるかい
つも議論となる点である。しかし、筋損傷やけがの
危険性などの点においては絶対的な強度が重要で
あり、低酸素環境下でのトレーニングは比較的安
全なトレーニングと考えて良さそうである。

（大村　一）

○フルマラソンによる下腿筋の機械的特性変化と
その回復過程

中川剣人ら（早稲田大学）
　近年のランニングブームによりフルマラソンに
取り組む人口が増加している。しかし、フルマラソ
ンが身体に与えるダメージを検討した研究は少な
いため、効率的な障害予防および回復の手段の提
案が難しい。そこで、本研究ではフルマラソンによ
る下肢筋機械的特性および機能の変化とその回復
過程を筋ごとに検討することとした。
　被験者は大学生14名として、フルマラソンレー
スの3日前、完走直後、1日後、3日後、8日後に、下肢
筋の最大等尺性筋力を測定するとともに、超音波
エラストグラフィ法にて筋硬度を計測した。また、
MRIにより筋のT2値を計測した。さらに、筋ごとの
痛みを毎日VAS法（主観的な痛みを点数化する方
法）により計測した。
　計測した筋のうち、前脛骨筋を除くすべての筋
において、レース前に比べてレース後で有意に筋
が硬くなっていた。また、腓腹筋、大腿直筋、大腿二
頭筋においては、8日が経過しても筋硬度が回復
しきらなかった。T2値においては、腓腹筋、大腿二
頭筋を除く計測筋すべてで8日が経過してもレー
ス前よりも高値を示した。一方、筋力においては、
唯一レース直後の変化のあった膝関節屈曲筋力は

レース直後から有意に低く、8日後でも回復しき
らなかった。VAS法で計測した主観的筋痛の程度
は、レース4日後までにすべての筋において回復
した。以上から、フルマラソンによるダメージとそ
の回復過程は、筋ごと、指標ごとに異なることが示
唆された。
　この超音波エラストグラフィを用いた筋硬度が
ウマでも測定できれば、筋疲労の指標になり得、か
つ回復過程も捉えることが可能かもしれない。ま
た、比較的簡便な手法であるため、トレーニング・
センターにおける現役競走馬の筋疲労指標にも利
用可能であるかもしれない。

○樹状細胞の活性に対する高負荷運動の影響
駒野悠太ら（キリン株式会社）

　樹状細胞（DC）は、ウイルスや細菌の貪食作用や
抗原提示作用、他の免疫細胞活性化などを担う重
要な免疫細胞である。しかし、DCと運動後の免疫
低下との関係については十分に検討されていな
い。本研究では、高負荷運動がDC活性および主観
指標に与える影響について検討した。
　20歳以上の運動部の学生（22名）および運動習
慣のない学生（9名）を対象とし、エルゴメーター
による単回運動（最大心拍数の80％の強度）を実
施した。また、運動部員は運動部の練習メニューに
従い、継続運動を実施した。運動前後のミエロイド
DC（mDC）およびプラズマサイトイドDC（pDC）の
活性（CD86、HLA-DR）を測定した。また、主観指標

（POMS）の経過を調査した。
　運動部員では、運動直後、2時間後、14時間後、さ
らに運動継続1週間後、2週間後のmDCおよびpDC
活性が有意に低下していた。運動習慣のない学生
では、運動14時間後のmDC活性の有意な低下が確
認された（2時間後も低下している傾向）。また、単
回運動後において、POMS評価の疲労や活力スコ
アの有意な悪化が確認された。以上から、高負荷強
度の単回・継続運動により、mDC、pDC活性が低下
し、感染リスクやコンディションに影響を与える
可能性が示唆された。
　適度な運動が免疫には良いと言われているが、
日々厳しいトレーニングを行っているアスリート
は極限状態にあり、免疫機能が低下している可能

性を示唆する発表である。トレーニング・センター
に所属する競走馬は、本来のウマの生活スタイル
からはかけ離れた、非常に特殊な環境かつ厳しい
トレーニング下にいると考えられる。特に競走後
は疲労により様々な免疫系に影響を与えている可
能性があると考えられた。
　
○ヒトの広い走速度域におけるケイデンスとス
テップ長

後藤悠太（早稲田大学大学院）
　陸上競技者が高速走行している際、走速度の変
化に伴ってケイデンス（step/s）とステップ長

（m/s）はそれぞれ特異的に変化することが知られ
ている。しかし、それらの変化を走運動の経験別に
明らかにしたものはない。そこで、本研究の目的は
陸上競技経験者や未経験者におけるケイデンスと
ステップ長の変化を明らかにすることとした。
　被験者は大学生の男女80名（短距離選手20名、
長距離選手20名、陸上競技未経験者20名、日常生
活以外で走運動を行っていない20名）とした。被
験者は全天候型陸上競技場で直線30m間を走った

（走運動を行っていない群は20m）。走速度は可能
な限り遅い速度から最高速度まで種々の速度で走
り、横方向からビデオカメラで撮影した動画から
疾走速度（m/s）、ケイデンス（step/s）、ステップ長
を算出した。
　低速域（2m/s）から中速域（5m/s）にかけてのケ
イデンスとステップ長の変化を比較してみると、
陸上競技経験者では速度増加に伴いケイデンスは
一定に保ち、ステップ長を増加させる傾向が見ら
れた。一方、陸上競技未経験者、特に走運動を行っ
ていない群においてはケイデンスとステップ長の
両方を増加させて速度増加を得ていた。速度変化
に伴うケイデンスとステップ長の変化の特徴は陸
上競技経験者とそれ以外で異なっていた。つまり、
走運動のトレーニングがより効率的な動作を獲得
させた可能性が示唆された。
　ウマにおいても走速度を上げるためにはストラ
イド頻度、およびストライド長を上げる必要があ
る。主にどちらを上げて走速度を上昇させるかは
ウマによって異なっていると考えられているが、
本発表で示唆されたトレーニングにより効率的な

動作が獲得できるという仮説がより具体的な形で
示されれば、ウマにも応用可能になるかもしれな
い。

(高橋佑治)

○筋運動後に生じる筋の硬化と腫脹の要因
小宮秀明ら（宇都宮大学）

　運動後の筋腫脹現象はパフォーマンスの低下を
引き起こすため、その生理的要因には興味がある。
筋硬度計を用いた評価に加え、超音波装置の音速
値を用い筋粘弾性および多周波インピーダンスに
よる筋組織内外の水分量を測定し、激運動後の筋
腫脹発現を明らかにした。測定項目は上腕周囲径、
筋硬度、音速値、上腕二頭筋の筋厚及びインピーダ
ンス値、筋細胞内・外抵抗（RI・RE）である。運動は腕
エルゴを用い20%MVCで肘関節の屈曲・伸展運動
を連続10回、2セット行った。運動終了直後から5
分毎に30分間の計測を行った。筋硬度は運動終了
直後に36.4 ± 9.8 kPaに増加し、その後30分間を
通じて緩やかに減少した。上腕周囲径および筋厚
は、筋硬度とほぼ同様の変化を示した。音速値は運
動直後に1565.0 ± 8.6 m/sに減少し、その後30分
間を通して緩やかに増加した。REは運動終了直後
に36.4 ± 8.3 Ωと減少し、その後30分間を通して
緩やかに増加した。50 kHzのインピーダンスはRE
と同様の変化を示した。上腕周囲径、筋硬度の変化
から筋内圧と血液量の充満を、音速値の変化から
筋細胞周辺の水分量の増加を評価し、50 kHzのイ
ンピーダンス値とREより筋細胞間隙での水分量
の貯留増加を明らかにした。激しい局所筋運動後
の腫脹現象の要因として血管内および細胞間隙で
の血液と組織液の貯留によることが示唆された。
　疲労による筋硬度の変化を観察する代表的な方
法は、これまでは筋硬度計であったが、近年は超音
波の伝達速度を利用した方法や、エラストグラ
フィのように圧力による歪み量を測定する方法が
考案されている。今回の結果は、疲労が起こると筋
内の水分量が増加することを示し、そのために筋
肉が腫脹し、筋膜につつまれた筋肉の硬度が増加
することを示していた。しかし、水分量が増加する
と超音波伝達速度が低下することから、音速値を
用いた筋硬度測定法では疲労による筋の硬度変化

を評価できないこと示していた。このような、新し
い超音波技術を用いて、腱靭帯の状態変化のみで
なく、筋肉の疲労についても評価できる方法を探
して行きたい。

○中枢神経系への直流電気刺激によるスプリント
パフォーマンスの向上

笹田周作ら（相模女子大学短期大学部）
　短距離走の全力疾走を行うと最大速度に達した
後に緩やかに速度が低下する。この速度低下の一
部は脳から脊髄へ伝達される下行性指令の機能低
下が原因である。直流電気刺激（DCS）を脳あるい
は脊髄へ与えると、刺激電極周囲にあるニューロ
ンの興奮性を修飾することにより下行性指令を増
強できることが知られている。そこで本研究では、
脳あるいは脊髄へDCSを運動前に与えることで神
経回路網の興奮性を修飾し、スプリントパフォー
マンスを向上させられるか否かを検討した。被験
者は15分間の皮質または腰髄へのDCSを受けた後
に、自転車エルゴメーターにて30秒間の全力サイ
クリング運動を行うことでパフォーマンスが評価
された。皮質DCSは、頭頂部および前額部、脊髄
DCSは第11-12胸椎上および右肩峰部に貼付され

た電極により与えられた。刺激極性は皮質DCSの
頭頂部、脊髄DCSの胸椎部が陽極、陰極または刺激
なし（疑似刺激）3条件で行った。脊髄DCSにおいて
陰極刺激時の平均パワーは陽極及び疑似刺激と比
して向上した。皮質DCSでは、平均パワーは陽極刺
激時に陰極刺激時と比して有意に向上したが、陽
極・陰極刺激ともに疑似刺激時と比して有意な変
化は生じなかった。これらことから、脊髄への陰極
DCSは、スプリントパフォーマンスを向上させる
と考えられた。
　脳や脊髄を電気刺激することには、危険な印象
を受けるが、実際に刺激を受けた人は、ほとんど刺
激を受けているという感覚はなく、一部の人が痒
みのような感覚を持つとのことであった。このよ
うな能力向上の方法は、ドーピングとされるか議
論されるところであるが、今のところ規制される
ような動きとはなっていない。発表者に質問した
ところ、このような刺激効果は、60分程度は持続
し、2分程度の競技に有効であるとのことであっ
た。この条件の場合、競馬にも有効であると考えら
れるので、ヒトにおける今後の展開に注意する必
要がある。

（高橋敏之）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに日
本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても

過言ではない。そのような現状から、運動科学研究
室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒトの
スポーツサイエンスの学会に参加して、最先端の
研究から継続的に学び、新たな研究へのヒントを

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

得ることは不可欠である。
　日本体力医学会は、毎年、国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
り、今年は岩手県で開催された。研究者自身もト
レーニングに勤しんでいる参加者も多く、学会最
終日の朝には持久走大会が開かれているユニーク
な学会大会である。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性運動が
骨格筋の応答に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的トレーニングによるミトコンドリア量の
増加には、PGC-1αが重要な働きを担う。PGC-1αは
時計遺伝子（Bmal1やPeriod2など）による発現調
節を受けて概日リズムを示すことから、時計遺伝
子発現リズムに基づいてトレーニングを実施した
ところ、トレーニングを行う時間帯の違いによっ
て、トレーニング効果が異なっていた（高倉ら、
2015日本体力医学会）。このトレーニング効果の
違いは、運動を行う時間帯によって骨格筋の応答
が異なることに由来している可能性がある。そこ
で、時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性持久
的運動がミトコンドリア生合成に及ぼす影響につ
いて検討した。
　Bmal1発現量がピークとボトムを示す時間帯

（それぞれ6:30および20:00）において運動を実施
するエクササイズ群（E6, E20）と対照群（C6, C20）
にWistar系雄性ラットを分類した。トレッドミル
において、17m/min、60分間の一過性運動が終了
した直後、3時間後、6時間後に腓腹筋深層部を摘
出し、real-time PCRを用いて、PGC-1αやクエン酸
合成酵素（CS）のmRNA発現量を測定した。
　その結果、E6群の運動直後におけるPGC-1αや
CSのmRNA発現量は、同時間帯の対照群であるC6
群と比較して増加したが、E20群では運動の影響
が認められなかった。これらの結果から、運動を実
施する時間帯によって一過性運動がミトコンドリ
ア生合成に及ぼす影響が異なる可能性が示唆され
た。
　夜行性動物であるラットにとって、20:00は暗
期の初期、6:30は暗期の終期であり、PGC-1αやCS
のmRNA発現量が増加した6:30は、人間の感覚の

「早朝」ではなく、「夕方」と言える。競走馬は慣習的
に早朝にトレーニングを行っているが、この時間
帯はトレーニング効果の最大化を目指す上で最適
なのだろうか？ウマはラットと違って夜行性動物
ではないため、Bmal1やPeriod2などの時計遺伝子
発現リズムがラットとは異なる可能性が高く、し
たがってミトコンドリア生合成を考える上で、
6:30はウマにとってベストのトレーニング時間帯
ではない可能性が高い。また、ウマと同様に昼行性
動物であるヒトにおいて、午前中ではなく、夕方や
夜間にトレーニング効果が高まるという報告は数
多く存在する（Chtourou and Souissi  2012, 
Schroder and Esser 2013）。今までの競馬サーク
ルの常識にとらわれることなく、より良いトレー
ニング法を模索していくことの重要性を感じる。

○運動前のカゼインペプチド摂取は、カゼイン摂
取と比較して遅筋線維におけるミトコンドリア酵
素活性を向上させる

松永　裕ら（森永乳業株式会社）
　演者らはこれまでにマウスでの運動前のカゼイ
ンペプチド摂取が、遅筋線維におけるミトコンド
リア酵素活性を向上させることを明らかにした。
しかし、その効果がカゼインペプチド特有のもの
であるのかは明らかでない。そこで、本研究ではカ
ゼインペプチドとカゼインの摂取効果を比較する
ことを目的として検討を行った。
　6週齢の雄性ICRマウスを対照群、運動群、カゼ
インペプチド摂取運動群、カゼイン摂取運動群の
4群に分けた。介入期間は4週間とし、被験試料

（1.0 mg/g 体重）の投与から30分後にトレッドミ
ル走行を行った（15 - 25 m/分、60分、5回/週）。組
織の摘出は最終走行から24時間後に実施した。
　速筋線維優位な足底筋では、対照群と比較して
運動を負荷したすべての群でミトコンドリアの主
要酵素であるクエン酸合成酵素（CS）の活性が向
上した。一方で、遅筋線維優位なヒラメ筋では、対
照群およびカゼイン摂取運動群と比較して、カゼ
インペプチド摂取運動群でCS活性が高値を示し
た。これらの結果から、運動前のカゼインペプチド
摂取は、カゼイン摂取と比較しても遅筋における
ミトコンドリア酵素活性を向上させることが明ら

かとなった。
　トレーニング時に摂取するサプリメントとして
は、筋肥大を期待するレジスタンストレーニング
後に摂取する“プロテイン”が有名である。その際
には、骨格筋タンパク質合成のレギュレーターで
あるロイシンの血中濃度を高めることが重要であ
るといわれており、消化吸収速度の速いホエイ（乳
清）がもてはやされている。一方、カゼインは消化
吸収に時間がかかるため、ロイシン濃度の増加が
穏やかであり、その点からホエイの方がより好ま
れているのが現状である。しかし、サラブレッドの
トレーニング適応を考える上で、筋肥大は重要で
あるが、ミトコンドリア合成も同様もしくはそれ
以上に重要である。もちろん、有酸素能力の要であ
るミトコンドリアを増やすメインの要素はトレー
ニングであるが、それを栄養面からサポートする
因子として、カゼインペプチドを摂取するという
選択肢を考慮に入れてもいいのかもしれない。

（向井和隆）

○レジスタンス運動時における短時間の低酸素曝
露が成長ホルモン分泌動態に及ぼす影響

安藤大輔ら（山梨大学）
　低酸素環境下におけるレジスタンス運動は、常
酸素環境下において行うよりも成長ホルモン分泌
を増大させることが示されている。しかし、これら
の報告では、運動終了後の回復期においても低酸
素曝露が継続されており、低酸素環境下での運動
効果が、その後の回復期の常酸素環境下において
も持続するかは明らかでない。本研究では、低酸素
環境下のレジスタンス運動後に引き続く常酸素環
境下における回復が、成長ホルモン分泌動態に及
ぼす影響を検討することとした。健康な男性8名
を対象とし、常酸素環境下（標高：400m）でのレジ
スタンス運動条件、および低酸素環境下（酸素濃
度：13.0％）でのレジスタンス運動条件の2条件を
設定した。常酸素環境下または低酸素環境下条件
で15分間の安静後、レジスタンス運動を実施し
た。運動はパラレルスクワット（50％1RM）とし、
計8セット（14回×5セット、7回×3セット）実施
した。セット間の休息時間は60秒とし、運動後の
回復期は両条件とも常酸素環境下とした。運動前、

終了直後、15、30および60分後に採血を実施し
た。その結果、低酸素環境下における運動終了直
後、および15分後の血清成長ホルモン濃度は常酸
素環境下に比較して有意に高値を示した（それぞ
れ、P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境下のレ
ジスタンス運動後、常酸素環境下で回復期を設け
ても、成長ホルモン分泌増大の可能性は持続する
ことが明らかとなった。
　低酸素環境下におけるトレーニングは基本的に
運動負荷時のみに低酸素環境下に置かれていれ
ば、効果が認められることを示すものであり、特に
高強度運動においてはそのことが顕著であること
が考えられる。競馬のような高強度運動はまさに
このトレーニングパターンに当てはまるものであ
り、我々が行ってきた、過去の馬の低酸素環境下で
のトレーニングでも同じようなことが体内で起
こっているのではないかと推察された。

○持久性競技者における低酸素環境下での運動時
の負荷特性 －筋損傷・炎症反応およびパフォーマ
ンスの回復動態に着目して－

角　大地ら（立命館大学）
　これまで、低酸素環境下での運動中の生理的応
答や低酸素トレーニングの効果などについては多
くの研究がなされている。一方で、運動後の筋損
傷・炎症反応やパフォーマンスの回復の動態を検
討した研究はきわめて少ない。本研究においては、
低酸素環境下で行なう持久性運動に対する筋損
傷・炎症反応およびパフォーマンスの回復動態を、
通常酸素環境下で行なう運動時と比較することを
目的とした。持久性競技者9名（最大酸素摂取量
62.8±1.6 ml/kg/min）を対象に、高強度インター
バル運動および持続性運動を通常酸素環境下

（20.9%）または低酸素環境下（14.5%）で実施した。
運動時に採気や前腕静脈からの採血などを行っ
た。これらの運動終了2時間後、通常酸素環境下に
おいて90％VO2max強度の運動を疲労困憊に至るま
で行い、その運動継続時間を測定した。その結果、
低酸素環境下条件は通常酸素環境下条件と比較し
て、運動に伴う血中乳酸濃度の上昇が亢進し（P＜
0.05）、筋損傷の間接指標である血清ミオグロビン
濃度の上昇は軽減された（P＜0.05）。運動継続時

間は、低酸素環境下条件（783±107秒）が通常酸
素環境下条件（613±65秒）と比較して有意に高値
を示した（P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境
下での持久性運動は、通常酸素環境下で行なう相
対的に同一強度での運動と比較して筋損傷の程度
が小さく、運動パフォーマンスの回復は早期にみ
られることが示唆された。
　常酸素環境下と相対的に同じ強度の低酸素環境
下でのトレーニングは、絶対的な運動強度が低く
なる。トレーニング環境を変えた実験では相対的
な強度、絶対的な強度のいずれが重要であるかい
つも議論となる点である。しかし、筋損傷やけがの
危険性などの点においては絶対的な強度が重要で
あり、低酸素環境下でのトレーニングは比較的安
全なトレーニングと考えて良さそうである。

（大村　一）

○フルマラソンによる下腿筋の機械的特性変化と
その回復過程

中川剣人ら（早稲田大学）
　近年のランニングブームによりフルマラソンに
取り組む人口が増加している。しかし、フルマラソ
ンが身体に与えるダメージを検討した研究は少な
いため、効率的な障害予防および回復の手段の提
案が難しい。そこで、本研究ではフルマラソンによ
る下肢筋機械的特性および機能の変化とその回復
過程を筋ごとに検討することとした。
　被験者は大学生14名として、フルマラソンレー
スの3日前、完走直後、1日後、3日後、8日後に、下肢
筋の最大等尺性筋力を測定するとともに、超音波
エラストグラフィ法にて筋硬度を計測した。また、
MRIにより筋のT2値を計測した。さらに、筋ごとの
痛みを毎日VAS法（主観的な痛みを点数化する方
法）により計測した。
　計測した筋のうち、前脛骨筋を除くすべての筋
において、レース前に比べてレース後で有意に筋
が硬くなっていた。また、腓腹筋、大腿直筋、大腿二
頭筋においては、8日が経過しても筋硬度が回復
しきらなかった。T2値においては、腓腹筋、大腿二
頭筋を除く計測筋すべてで8日が経過してもレー
ス前よりも高値を示した。一方、筋力においては、
唯一レース直後の変化のあった膝関節屈曲筋力は

レース直後から有意に低く、8日後でも回復しき
らなかった。VAS法で計測した主観的筋痛の程度
は、レース4日後までにすべての筋において回復
した。以上から、フルマラソンによるダメージとそ
の回復過程は、筋ごと、指標ごとに異なることが示
唆された。
　この超音波エラストグラフィを用いた筋硬度が
ウマでも測定できれば、筋疲労の指標になり得、か
つ回復過程も捉えることが可能かもしれない。ま
た、比較的簡便な手法であるため、トレーニング・
センターにおける現役競走馬の筋疲労指標にも利
用可能であるかもしれない。

○樹状細胞の活性に対する高負荷運動の影響
駒野悠太ら（キリン株式会社）

　樹状細胞（DC）は、ウイルスや細菌の貪食作用や
抗原提示作用、他の免疫細胞活性化などを担う重
要な免疫細胞である。しかし、DCと運動後の免疫
低下との関係については十分に検討されていな
い。本研究では、高負荷運動がDC活性および主観
指標に与える影響について検討した。
　20歳以上の運動部の学生（22名）および運動習
慣のない学生（9名）を対象とし、エルゴメーター
による単回運動（最大心拍数の80％の強度）を実
施した。また、運動部員は運動部の練習メニューに
従い、継続運動を実施した。運動前後のミエロイド
DC（mDC）およびプラズマサイトイドDC（pDC）の
活性（CD86、HLA-DR）を測定した。また、主観指標

（POMS）の経過を調査した。
　運動部員では、運動直後、2時間後、14時間後、さ
らに運動継続1週間後、2週間後のmDCおよびpDC
活性が有意に低下していた。運動習慣のない学生
では、運動14時間後のmDC活性の有意な低下が確
認された（2時間後も低下している傾向）。また、単
回運動後において、POMS評価の疲労や活力スコ
アの有意な悪化が確認された。以上から、高負荷強
度の単回・継続運動により、mDC、pDC活性が低下
し、感染リスクやコンディションに影響を与える
可能性が示唆された。
　適度な運動が免疫には良いと言われているが、
日々厳しいトレーニングを行っているアスリート
は極限状態にあり、免疫機能が低下している可能

性を示唆する発表である。トレーニング・センター
に所属する競走馬は、本来のウマの生活スタイル
からはかけ離れた、非常に特殊な環境かつ厳しい
トレーニング下にいると考えられる。特に競走後
は疲労により様々な免疫系に影響を与えている可
能性があると考えられた。
　
○ヒトの広い走速度域におけるケイデンスとス
テップ長

後藤悠太（早稲田大学大学院）
　陸上競技者が高速走行している際、走速度の変
化に伴ってケイデンス（step/s）とステップ長

（m/s）はそれぞれ特異的に変化することが知られ
ている。しかし、それらの変化を走運動の経験別に
明らかにしたものはない。そこで、本研究の目的は
陸上競技経験者や未経験者におけるケイデンスと
ステップ長の変化を明らかにすることとした。
　被験者は大学生の男女80名（短距離選手20名、
長距離選手20名、陸上競技未経験者20名、日常生
活以外で走運動を行っていない20名）とした。被
験者は全天候型陸上競技場で直線30m間を走った

（走運動を行っていない群は20m）。走速度は可能
な限り遅い速度から最高速度まで種々の速度で走
り、横方向からビデオカメラで撮影した動画から
疾走速度（m/s）、ケイデンス（step/s）、ステップ長
を算出した。
　低速域（2m/s）から中速域（5m/s）にかけてのケ
イデンスとステップ長の変化を比較してみると、
陸上競技経験者では速度増加に伴いケイデンスは
一定に保ち、ステップ長を増加させる傾向が見ら
れた。一方、陸上競技未経験者、特に走運動を行っ
ていない群においてはケイデンスとステップ長の
両方を増加させて速度増加を得ていた。速度変化
に伴うケイデンスとステップ長の変化の特徴は陸
上競技経験者とそれ以外で異なっていた。つまり、
走運動のトレーニングがより効率的な動作を獲得
させた可能性が示唆された。
　ウマにおいても走速度を上げるためにはストラ
イド頻度、およびストライド長を上げる必要があ
る。主にどちらを上げて走速度を上昇させるかは
ウマによって異なっていると考えられているが、
本発表で示唆されたトレーニングにより効率的な

動作が獲得できるという仮説がより具体的な形で
示されれば、ウマにも応用可能になるかもしれな
い。

(高橋佑治)

○筋運動後に生じる筋の硬化と腫脹の要因
小宮秀明ら（宇都宮大学）

　運動後の筋腫脹現象はパフォーマンスの低下を
引き起こすため、その生理的要因には興味がある。
筋硬度計を用いた評価に加え、超音波装置の音速
値を用い筋粘弾性および多周波インピーダンスに
よる筋組織内外の水分量を測定し、激運動後の筋
腫脹発現を明らかにした。測定項目は上腕周囲径、
筋硬度、音速値、上腕二頭筋の筋厚及びインピーダ
ンス値、筋細胞内・外抵抗（RI・RE）である。運動は腕
エルゴを用い20%MVCで肘関節の屈曲・伸展運動
を連続10回、2セット行った。運動終了直後から5
分毎に30分間の計測を行った。筋硬度は運動終了
直後に36.4 ± 9.8 kPaに増加し、その後30分間を
通じて緩やかに減少した。上腕周囲径および筋厚
は、筋硬度とほぼ同様の変化を示した。音速値は運
動直後に1565.0 ± 8.6 m/sに減少し、その後30分
間を通して緩やかに増加した。REは運動終了直後
に36.4 ± 8.3 Ωと減少し、その後30分間を通して
緩やかに増加した。50 kHzのインピーダンスはRE
と同様の変化を示した。上腕周囲径、筋硬度の変化
から筋内圧と血液量の充満を、音速値の変化から
筋細胞周辺の水分量の増加を評価し、50 kHzのイ
ンピーダンス値とREより筋細胞間隙での水分量
の貯留増加を明らかにした。激しい局所筋運動後
の腫脹現象の要因として血管内および細胞間隙で
の血液と組織液の貯留によることが示唆された。
　疲労による筋硬度の変化を観察する代表的な方
法は、これまでは筋硬度計であったが、近年は超音
波の伝達速度を利用した方法や、エラストグラ
フィのように圧力による歪み量を測定する方法が
考案されている。今回の結果は、疲労が起こると筋
内の水分量が増加することを示し、そのために筋
肉が腫脹し、筋膜につつまれた筋肉の硬度が増加
することを示していた。しかし、水分量が増加する
と超音波伝達速度が低下することから、音速値を
用いた筋硬度測定法では疲労による筋の硬度変化

を評価できないこと示していた。このような、新し
い超音波技術を用いて、腱靭帯の状態変化のみで
なく、筋肉の疲労についても評価できる方法を探
して行きたい。

○中枢神経系への直流電気刺激によるスプリント
パフォーマンスの向上

笹田周作ら（相模女子大学短期大学部）
　短距離走の全力疾走を行うと最大速度に達した
後に緩やかに速度が低下する。この速度低下の一
部は脳から脊髄へ伝達される下行性指令の機能低
下が原因である。直流電気刺激（DCS）を脳あるい
は脊髄へ与えると、刺激電極周囲にあるニューロ
ンの興奮性を修飾することにより下行性指令を増
強できることが知られている。そこで本研究では、
脳あるいは脊髄へDCSを運動前に与えることで神
経回路網の興奮性を修飾し、スプリントパフォー
マンスを向上させられるか否かを検討した。被験
者は15分間の皮質または腰髄へのDCSを受けた後
に、自転車エルゴメーターにて30秒間の全力サイ
クリング運動を行うことでパフォーマンスが評価
された。皮質DCSは、頭頂部および前額部、脊髄
DCSは第11-12胸椎上および右肩峰部に貼付され

た電極により与えられた。刺激極性は皮質DCSの
頭頂部、脊髄DCSの胸椎部が陽極、陰極または刺激
なし（疑似刺激）3条件で行った。脊髄DCSにおいて
陰極刺激時の平均パワーは陽極及び疑似刺激と比
して向上した。皮質DCSでは、平均パワーは陽極刺
激時に陰極刺激時と比して有意に向上したが、陽
極・陰極刺激ともに疑似刺激時と比して有意な変
化は生じなかった。これらことから、脊髄への陰極
DCSは、スプリントパフォーマンスを向上させる
と考えられた。
　脳や脊髄を電気刺激することには、危険な印象
を受けるが、実際に刺激を受けた人は、ほとんど刺
激を受けているという感覚はなく、一部の人が痒
みのような感覚を持つとのことであった。このよ
うな能力向上の方法は、ドーピングとされるか議
論されるところであるが、今のところ規制される
ような動きとはなっていない。発表者に質問した
ところ、このような刺激効果は、60分程度は持続
し、2分程度の競技に有効であるとのことであっ
た。この条件の場合、競馬にも有効であると考えら
れるので、ヒトにおける今後の展開に注意する必
要がある。

（高橋敏之）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに日
本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても

過言ではない。そのような現状から、運動科学研究
室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒトの
スポーツサイエンスの学会に参加して、最先端の
研究から継続的に学び、新たな研究へのヒントを

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

得ることは不可欠である。
　日本体力医学会は、毎年、国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
り、今年は岩手県で開催された。研究者自身もト
レーニングに勤しんでいる参加者も多く、学会最
終日の朝には持久走大会が開かれているユニーク
な学会大会である。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性運動が
骨格筋の応答に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的トレーニングによるミトコンドリア量の
増加には、PGC-1αが重要な働きを担う。PGC-1αは
時計遺伝子（Bmal1やPeriod2など）による発現調
節を受けて概日リズムを示すことから、時計遺伝
子発現リズムに基づいてトレーニングを実施した
ところ、トレーニングを行う時間帯の違いによっ
て、トレーニング効果が異なっていた（高倉ら、
2015日本体力医学会）。このトレーニング効果の
違いは、運動を行う時間帯によって骨格筋の応答
が異なることに由来している可能性がある。そこ
で、時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性持久
的運動がミトコンドリア生合成に及ぼす影響につ
いて検討した。
　Bmal1発現量がピークとボトムを示す時間帯

（それぞれ6:30および20:00）において運動を実施
するエクササイズ群（E6, E20）と対照群（C6, C20）
にWistar系雄性ラットを分類した。トレッドミル
において、17m/min、60分間の一過性運動が終了
した直後、3時間後、6時間後に腓腹筋深層部を摘
出し、real-time PCRを用いて、PGC-1αやクエン酸
合成酵素（CS）のmRNA発現量を測定した。
　その結果、E6群の運動直後におけるPGC-1αや
CSのmRNA発現量は、同時間帯の対照群であるC6
群と比較して増加したが、E20群では運動の影響
が認められなかった。これらの結果から、運動を実
施する時間帯によって一過性運動がミトコンドリ
ア生合成に及ぼす影響が異なる可能性が示唆され
た。
　夜行性動物であるラットにとって、20:00は暗
期の初期、6:30は暗期の終期であり、PGC-1αやCS
のmRNA発現量が増加した6:30は、人間の感覚の

「早朝」ではなく、「夕方」と言える。競走馬は慣習的
に早朝にトレーニングを行っているが、この時間
帯はトレーニング効果の最大化を目指す上で最適
なのだろうか？ウマはラットと違って夜行性動物
ではないため、Bmal1やPeriod2などの時計遺伝子
発現リズムがラットとは異なる可能性が高く、し
たがってミトコンドリア生合成を考える上で、
6:30はウマにとってベストのトレーニング時間帯
ではない可能性が高い。また、ウマと同様に昼行性
動物であるヒトにおいて、午前中ではなく、夕方や
夜間にトレーニング効果が高まるという報告は数
多く存在する（Chtourou and Souissi  2012, 
Schroder and Esser 2013）。今までの競馬サーク
ルの常識にとらわれることなく、より良いトレー
ニング法を模索していくことの重要性を感じる。

○運動前のカゼインペプチド摂取は、カゼイン摂
取と比較して遅筋線維におけるミトコンドリア酵
素活性を向上させる

松永　裕ら（森永乳業株式会社）
　演者らはこれまでにマウスでの運動前のカゼイ
ンペプチド摂取が、遅筋線維におけるミトコンド
リア酵素活性を向上させることを明らかにした。
しかし、その効果がカゼインペプチド特有のもの
であるのかは明らかでない。そこで、本研究ではカ
ゼインペプチドとカゼインの摂取効果を比較する
ことを目的として検討を行った。
　6週齢の雄性ICRマウスを対照群、運動群、カゼ
インペプチド摂取運動群、カゼイン摂取運動群の
4群に分けた。介入期間は4週間とし、被験試料

（1.0 mg/g 体重）の投与から30分後にトレッドミ
ル走行を行った（15 - 25 m/分、60分、5回/週）。組
織の摘出は最終走行から24時間後に実施した。
　速筋線維優位な足底筋では、対照群と比較して
運動を負荷したすべての群でミトコンドリアの主
要酵素であるクエン酸合成酵素（CS）の活性が向
上した。一方で、遅筋線維優位なヒラメ筋では、対
照群およびカゼイン摂取運動群と比較して、カゼ
インペプチド摂取運動群でCS活性が高値を示し
た。これらの結果から、運動前のカゼインペプチド
摂取は、カゼイン摂取と比較しても遅筋における
ミトコンドリア酵素活性を向上させることが明ら

かとなった。
　トレーニング時に摂取するサプリメントとして
は、筋肥大を期待するレジスタンストレーニング
後に摂取する“プロテイン”が有名である。その際
には、骨格筋タンパク質合成のレギュレーターで
あるロイシンの血中濃度を高めることが重要であ
るといわれており、消化吸収速度の速いホエイ（乳
清）がもてはやされている。一方、カゼインは消化
吸収に時間がかかるため、ロイシン濃度の増加が
穏やかであり、その点からホエイの方がより好ま
れているのが現状である。しかし、サラブレッドの
トレーニング適応を考える上で、筋肥大は重要で
あるが、ミトコンドリア合成も同様もしくはそれ
以上に重要である。もちろん、有酸素能力の要であ
るミトコンドリアを増やすメインの要素はトレー
ニングであるが、それを栄養面からサポートする
因子として、カゼインペプチドを摂取するという
選択肢を考慮に入れてもいいのかもしれない。

（向井和隆）

○レジスタンス運動時における短時間の低酸素曝
露が成長ホルモン分泌動態に及ぼす影響

安藤大輔ら（山梨大学）
　低酸素環境下におけるレジスタンス運動は、常
酸素環境下において行うよりも成長ホルモン分泌
を増大させることが示されている。しかし、これら
の報告では、運動終了後の回復期においても低酸
素曝露が継続されており、低酸素環境下での運動
効果が、その後の回復期の常酸素環境下において
も持続するかは明らかでない。本研究では、低酸素
環境下のレジスタンス運動後に引き続く常酸素環
境下における回復が、成長ホルモン分泌動態に及
ぼす影響を検討することとした。健康な男性8名
を対象とし、常酸素環境下（標高：400m）でのレジ
スタンス運動条件、および低酸素環境下（酸素濃
度：13.0％）でのレジスタンス運動条件の2条件を
設定した。常酸素環境下または低酸素環境下条件
で15分間の安静後、レジスタンス運動を実施し
た。運動はパラレルスクワット（50％1RM）とし、
計8セット（14回×5セット、7回×3セット）実施
した。セット間の休息時間は60秒とし、運動後の
回復期は両条件とも常酸素環境下とした。運動前、

終了直後、15、30および60分後に採血を実施し
た。その結果、低酸素環境下における運動終了直
後、および15分後の血清成長ホルモン濃度は常酸
素環境下に比較して有意に高値を示した（それぞ
れ、P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境下のレ
ジスタンス運動後、常酸素環境下で回復期を設け
ても、成長ホルモン分泌増大の可能性は持続する
ことが明らかとなった。
　低酸素環境下におけるトレーニングは基本的に
運動負荷時のみに低酸素環境下に置かれていれ
ば、効果が認められることを示すものであり、特に
高強度運動においてはそのことが顕著であること
が考えられる。競馬のような高強度運動はまさに
このトレーニングパターンに当てはまるものであ
り、我々が行ってきた、過去の馬の低酸素環境下で
のトレーニングでも同じようなことが体内で起
こっているのではないかと推察された。

○持久性競技者における低酸素環境下での運動時
の負荷特性 －筋損傷・炎症反応およびパフォーマ
ンスの回復動態に着目して－

角　大地ら（立命館大学）
　これまで、低酸素環境下での運動中の生理的応
答や低酸素トレーニングの効果などについては多
くの研究がなされている。一方で、運動後の筋損
傷・炎症反応やパフォーマンスの回復の動態を検
討した研究はきわめて少ない。本研究においては、
低酸素環境下で行なう持久性運動に対する筋損
傷・炎症反応およびパフォーマンスの回復動態を、
通常酸素環境下で行なう運動時と比較することを
目的とした。持久性競技者9名（最大酸素摂取量
62.8±1.6 ml/kg/min）を対象に、高強度インター
バル運動および持続性運動を通常酸素環境下

（20.9%）または低酸素環境下（14.5%）で実施した。
運動時に採気や前腕静脈からの採血などを行っ
た。これらの運動終了2時間後、通常酸素環境下に
おいて90％VO2max強度の運動を疲労困憊に至るま
で行い、その運動継続時間を測定した。その結果、
低酸素環境下条件は通常酸素環境下条件と比較し
て、運動に伴う血中乳酸濃度の上昇が亢進し（P＜
0.05）、筋損傷の間接指標である血清ミオグロビン
濃度の上昇は軽減された（P＜0.05）。運動継続時

間は、低酸素環境下条件（783±107秒）が通常酸
素環境下条件（613±65秒）と比較して有意に高値
を示した（P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境
下での持久性運動は、通常酸素環境下で行なう相
対的に同一強度での運動と比較して筋損傷の程度
が小さく、運動パフォーマンスの回復は早期にみ
られることが示唆された。
　常酸素環境下と相対的に同じ強度の低酸素環境
下でのトレーニングは、絶対的な運動強度が低く
なる。トレーニング環境を変えた実験では相対的
な強度、絶対的な強度のいずれが重要であるかい
つも議論となる点である。しかし、筋損傷やけがの
危険性などの点においては絶対的な強度が重要で
あり、低酸素環境下でのトレーニングは比較的安
全なトレーニングと考えて良さそうである。

（大村　一）

○フルマラソンによる下腿筋の機械的特性変化と
その回復過程

中川剣人ら（早稲田大学）
　近年のランニングブームによりフルマラソンに
取り組む人口が増加している。しかし、フルマラソ
ンが身体に与えるダメージを検討した研究は少な
いため、効率的な障害予防および回復の手段の提
案が難しい。そこで、本研究ではフルマラソンによ
る下肢筋機械的特性および機能の変化とその回復
過程を筋ごとに検討することとした。
　被験者は大学生14名として、フルマラソンレー
スの3日前、完走直後、1日後、3日後、8日後に、下肢
筋の最大等尺性筋力を測定するとともに、超音波
エラストグラフィ法にて筋硬度を計測した。また、
MRIにより筋のT2値を計測した。さらに、筋ごとの
痛みを毎日VAS法（主観的な痛みを点数化する方
法）により計測した。
　計測した筋のうち、前脛骨筋を除くすべての筋
において、レース前に比べてレース後で有意に筋
が硬くなっていた。また、腓腹筋、大腿直筋、大腿二
頭筋においては、8日が経過しても筋硬度が回復
しきらなかった。T2値においては、腓腹筋、大腿二
頭筋を除く計測筋すべてで8日が経過してもレー
ス前よりも高値を示した。一方、筋力においては、
唯一レース直後の変化のあった膝関節屈曲筋力は

レース直後から有意に低く、8日後でも回復しき
らなかった。VAS法で計測した主観的筋痛の程度
は、レース4日後までにすべての筋において回復
した。以上から、フルマラソンによるダメージとそ
の回復過程は、筋ごと、指標ごとに異なることが示
唆された。
　この超音波エラストグラフィを用いた筋硬度が
ウマでも測定できれば、筋疲労の指標になり得、か
つ回復過程も捉えることが可能かもしれない。ま
た、比較的簡便な手法であるため、トレーニング・
センターにおける現役競走馬の筋疲労指標にも利
用可能であるかもしれない。

○樹状細胞の活性に対する高負荷運動の影響
駒野悠太ら（キリン株式会社）

　樹状細胞（DC）は、ウイルスや細菌の貪食作用や
抗原提示作用、他の免疫細胞活性化などを担う重
要な免疫細胞である。しかし、DCと運動後の免疫
低下との関係については十分に検討されていな
い。本研究では、高負荷運動がDC活性および主観
指標に与える影響について検討した。
　20歳以上の運動部の学生（22名）および運動習
慣のない学生（9名）を対象とし、エルゴメーター
による単回運動（最大心拍数の80％の強度）を実
施した。また、運動部員は運動部の練習メニューに
従い、継続運動を実施した。運動前後のミエロイド
DC（mDC）およびプラズマサイトイドDC（pDC）の
活性（CD86、HLA-DR）を測定した。また、主観指標

（POMS）の経過を調査した。
　運動部員では、運動直後、2時間後、14時間後、さ
らに運動継続1週間後、2週間後のmDCおよびpDC
活性が有意に低下していた。運動習慣のない学生
では、運動14時間後のmDC活性の有意な低下が確
認された（2時間後も低下している傾向）。また、単
回運動後において、POMS評価の疲労や活力スコ
アの有意な悪化が確認された。以上から、高負荷強
度の単回・継続運動により、mDC、pDC活性が低下
し、感染リスクやコンディションに影響を与える
可能性が示唆された。
　適度な運動が免疫には良いと言われているが、
日々厳しいトレーニングを行っているアスリート
は極限状態にあり、免疫機能が低下している可能

性を示唆する発表である。トレーニング・センター
に所属する競走馬は、本来のウマの生活スタイル
からはかけ離れた、非常に特殊な環境かつ厳しい
トレーニング下にいると考えられる。特に競走後
は疲労により様々な免疫系に影響を与えている可
能性があると考えられた。
　
○ヒトの広い走速度域におけるケイデンスとス
テップ長

後藤悠太（早稲田大学大学院）
　陸上競技者が高速走行している際、走速度の変
化に伴ってケイデンス（step/s）とステップ長

（m/s）はそれぞれ特異的に変化することが知られ
ている。しかし、それらの変化を走運動の経験別に
明らかにしたものはない。そこで、本研究の目的は
陸上競技経験者や未経験者におけるケイデンスと
ステップ長の変化を明らかにすることとした。
　被験者は大学生の男女80名（短距離選手20名、
長距離選手20名、陸上競技未経験者20名、日常生
活以外で走運動を行っていない20名）とした。被
験者は全天候型陸上競技場で直線30m間を走った

（走運動を行っていない群は20m）。走速度は可能
な限り遅い速度から最高速度まで種々の速度で走
り、横方向からビデオカメラで撮影した動画から
疾走速度（m/s）、ケイデンス（step/s）、ステップ長
を算出した。
　低速域（2m/s）から中速域（5m/s）にかけてのケ
イデンスとステップ長の変化を比較してみると、
陸上競技経験者では速度増加に伴いケイデンスは
一定に保ち、ステップ長を増加させる傾向が見ら
れた。一方、陸上競技未経験者、特に走運動を行っ
ていない群においてはケイデンスとステップ長の
両方を増加させて速度増加を得ていた。速度変化
に伴うケイデンスとステップ長の変化の特徴は陸
上競技経験者とそれ以外で異なっていた。つまり、
走運動のトレーニングがより効率的な動作を獲得
させた可能性が示唆された。
　ウマにおいても走速度を上げるためにはストラ
イド頻度、およびストライド長を上げる必要があ
る。主にどちらを上げて走速度を上昇させるかは
ウマによって異なっていると考えられているが、
本発表で示唆されたトレーニングにより効率的な

動作が獲得できるという仮説がより具体的な形で
示されれば、ウマにも応用可能になるかもしれな
い。

(高橋佑治)

○筋運動後に生じる筋の硬化と腫脹の要因
小宮秀明ら（宇都宮大学）

　運動後の筋腫脹現象はパフォーマンスの低下を
引き起こすため、その生理的要因には興味がある。
筋硬度計を用いた評価に加え、超音波装置の音速
値を用い筋粘弾性および多周波インピーダンスに
よる筋組織内外の水分量を測定し、激運動後の筋
腫脹発現を明らかにした。測定項目は上腕周囲径、
筋硬度、音速値、上腕二頭筋の筋厚及びインピーダ
ンス値、筋細胞内・外抵抗（RI・RE）である。運動は腕
エルゴを用い20%MVCで肘関節の屈曲・伸展運動
を連続10回、2セット行った。運動終了直後から5
分毎に30分間の計測を行った。筋硬度は運動終了
直後に36.4 ± 9.8 kPaに増加し、その後30分間を
通じて緩やかに減少した。上腕周囲径および筋厚
は、筋硬度とほぼ同様の変化を示した。音速値は運
動直後に1565.0 ± 8.6 m/sに減少し、その後30分
間を通して緩やかに増加した。REは運動終了直後
に36.4 ± 8.3 Ωと減少し、その後30分間を通して
緩やかに増加した。50 kHzのインピーダンスはRE
と同様の変化を示した。上腕周囲径、筋硬度の変化
から筋内圧と血液量の充満を、音速値の変化から
筋細胞周辺の水分量の増加を評価し、50 kHzのイ
ンピーダンス値とREより筋細胞間隙での水分量
の貯留増加を明らかにした。激しい局所筋運動後
の腫脹現象の要因として血管内および細胞間隙で
の血液と組織液の貯留によることが示唆された。
　疲労による筋硬度の変化を観察する代表的な方
法は、これまでは筋硬度計であったが、近年は超音
波の伝達速度を利用した方法や、エラストグラ
フィのように圧力による歪み量を測定する方法が
考案されている。今回の結果は、疲労が起こると筋
内の水分量が増加することを示し、そのために筋
肉が腫脹し、筋膜につつまれた筋肉の硬度が増加
することを示していた。しかし、水分量が増加する
と超音波伝達速度が低下することから、音速値を
用いた筋硬度測定法では疲労による筋の硬度変化

を評価できないこと示していた。このような、新し
い超音波技術を用いて、腱靭帯の状態変化のみで
なく、筋肉の疲労についても評価できる方法を探
して行きたい。

○中枢神経系への直流電気刺激によるスプリント
パフォーマンスの向上

笹田周作ら（相模女子大学短期大学部）
　短距離走の全力疾走を行うと最大速度に達した
後に緩やかに速度が低下する。この速度低下の一
部は脳から脊髄へ伝達される下行性指令の機能低
下が原因である。直流電気刺激（DCS）を脳あるい
は脊髄へ与えると、刺激電極周囲にあるニューロ
ンの興奮性を修飾することにより下行性指令を増
強できることが知られている。そこで本研究では、
脳あるいは脊髄へDCSを運動前に与えることで神
経回路網の興奮性を修飾し、スプリントパフォー
マンスを向上させられるか否かを検討した。被験
者は15分間の皮質または腰髄へのDCSを受けた後
に、自転車エルゴメーターにて30秒間の全力サイ
クリング運動を行うことでパフォーマンスが評価
された。皮質DCSは、頭頂部および前額部、脊髄
DCSは第11-12胸椎上および右肩峰部に貼付され

た電極により与えられた。刺激極性は皮質DCSの
頭頂部、脊髄DCSの胸椎部が陽極、陰極または刺激
なし（疑似刺激）3条件で行った。脊髄DCSにおいて
陰極刺激時の平均パワーは陽極及び疑似刺激と比
して向上した。皮質DCSでは、平均パワーは陽極刺
激時に陰極刺激時と比して有意に向上したが、陽
極・陰極刺激ともに疑似刺激時と比して有意な変
化は生じなかった。これらことから、脊髄への陰極
DCSは、スプリントパフォーマンスを向上させる
と考えられた。
　脳や脊髄を電気刺激することには、危険な印象
を受けるが、実際に刺激を受けた人は、ほとんど刺
激を受けているという感覚はなく、一部の人が痒
みのような感覚を持つとのことであった。このよ
うな能力向上の方法は、ドーピングとされるか議
論されるところであるが、今のところ規制される
ような動きとはなっていない。発表者に質問した
ところ、このような刺激効果は、60分程度は持続
し、2分程度の競技に有効であるとのことであっ
た。この条件の場合、競馬にも有効であると考えら
れるので、ヒトにおける今後の展開に注意する必
要がある。

（高橋敏之）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

　獣医学領域では、スポーツサイエンスに関する
研究を行っているのはウマだけであり、さらに日
本でウマの研究を実施しているのはJRAおよび
JRAと共同研究を行っている機関のみといっても

過言ではない。そのような現状から、運動科学研究
室の研究をさらに進めていくにあたって、ヒトの
スポーツサイエンスの学会に参加して、最先端の
研究から継続的に学び、新たな研究へのヒントを

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

第64回ウイルス学会学術集会

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

得ることは不可欠である。
　日本体力医学会は、毎年、国体の開催都道府県で
実施されているスポーツサイエンスの学会であ
り、今年は岩手県で開催された。研究者自身もト
レーニングに勤しんでいる参加者も多く、学会最
終日の朝には持久走大会が開かれているユニーク
な学会大会である。

○時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性運動が
骨格筋の応答に及ぼす影響について

高倉久志ら（同志社大学）
　持久的トレーニングによるミトコンドリア量の
増加には、PGC-1αが重要な働きを担う。PGC-1αは
時計遺伝子（Bmal1やPeriod2など）による発現調
節を受けて概日リズムを示すことから、時計遺伝
子発現リズムに基づいてトレーニングを実施した
ところ、トレーニングを行う時間帯の違いによっ
て、トレーニング効果が異なっていた（高倉ら、
2015日本体力医学会）。このトレーニング効果の
違いは、運動を行う時間帯によって骨格筋の応答
が異なることに由来している可能性がある。そこ
で、時計遺伝子発現リズムに基づいた一過性持久
的運動がミトコンドリア生合成に及ぼす影響につ
いて検討した。
　Bmal1発現量がピークとボトムを示す時間帯

（それぞれ6:30および20:00）において運動を実施
するエクササイズ群（E6, E20）と対照群（C6, C20）
にWistar系雄性ラットを分類した。トレッドミル
において、17m/min、60分間の一過性運動が終了
した直後、3時間後、6時間後に腓腹筋深層部を摘
出し、real-time PCRを用いて、PGC-1αやクエン酸
合成酵素（CS）のmRNA発現量を測定した。
　その結果、E6群の運動直後におけるPGC-1αや
CSのmRNA発現量は、同時間帯の対照群であるC6
群と比較して増加したが、E20群では運動の影響
が認められなかった。これらの結果から、運動を実
施する時間帯によって一過性運動がミトコンドリ
ア生合成に及ぼす影響が異なる可能性が示唆され
た。
　夜行性動物であるラットにとって、20:00は暗
期の初期、6:30は暗期の終期であり、PGC-1αやCS
のmRNA発現量が増加した6:30は、人間の感覚の

「早朝」ではなく、「夕方」と言える。競走馬は慣習的
に早朝にトレーニングを行っているが、この時間
帯はトレーニング効果の最大化を目指す上で最適
なのだろうか？ウマはラットと違って夜行性動物
ではないため、Bmal1やPeriod2などの時計遺伝子
発現リズムがラットとは異なる可能性が高く、し
たがってミトコンドリア生合成を考える上で、
6:30はウマにとってベストのトレーニング時間帯
ではない可能性が高い。また、ウマと同様に昼行性
動物であるヒトにおいて、午前中ではなく、夕方や
夜間にトレーニング効果が高まるという報告は数
多く存在する（Chtourou and Souissi  2012, 
Schroder and Esser 2013）。今までの競馬サーク
ルの常識にとらわれることなく、より良いトレー
ニング法を模索していくことの重要性を感じる。

○運動前のカゼインペプチド摂取は、カゼイン摂
取と比較して遅筋線維におけるミトコンドリア酵
素活性を向上させる

松永　裕ら（森永乳業株式会社）
　演者らはこれまでにマウスでの運動前のカゼイ
ンペプチド摂取が、遅筋線維におけるミトコンド
リア酵素活性を向上させることを明らかにした。
しかし、その効果がカゼインペプチド特有のもの
であるのかは明らかでない。そこで、本研究ではカ
ゼインペプチドとカゼインの摂取効果を比較する
ことを目的として検討を行った。
　6週齢の雄性ICRマウスを対照群、運動群、カゼ
インペプチド摂取運動群、カゼイン摂取運動群の
4群に分けた。介入期間は4週間とし、被験試料

（1.0 mg/g 体重）の投与から30分後にトレッドミ
ル走行を行った（15 - 25 m/分、60分、5回/週）。組
織の摘出は最終走行から24時間後に実施した。
　速筋線維優位な足底筋では、対照群と比較して
運動を負荷したすべての群でミトコンドリアの主
要酵素であるクエン酸合成酵素（CS）の活性が向
上した。一方で、遅筋線維優位なヒラメ筋では、対
照群およびカゼイン摂取運動群と比較して、カゼ
インペプチド摂取運動群でCS活性が高値を示し
た。これらの結果から、運動前のカゼインペプチド
摂取は、カゼイン摂取と比較しても遅筋における
ミトコンドリア酵素活性を向上させることが明ら

かとなった。
　トレーニング時に摂取するサプリメントとして
は、筋肥大を期待するレジスタンストレーニング
後に摂取する“プロテイン”が有名である。その際
には、骨格筋タンパク質合成のレギュレーターで
あるロイシンの血中濃度を高めることが重要であ
るといわれており、消化吸収速度の速いホエイ（乳
清）がもてはやされている。一方、カゼインは消化
吸収に時間がかかるため、ロイシン濃度の増加が
穏やかであり、その点からホエイの方がより好ま
れているのが現状である。しかし、サラブレッドの
トレーニング適応を考える上で、筋肥大は重要で
あるが、ミトコンドリア合成も同様もしくはそれ
以上に重要である。もちろん、有酸素能力の要であ
るミトコンドリアを増やすメインの要素はトレー
ニングであるが、それを栄養面からサポートする
因子として、カゼインペプチドを摂取するという
選択肢を考慮に入れてもいいのかもしれない。

（向井和隆）

○レジスタンス運動時における短時間の低酸素曝
露が成長ホルモン分泌動態に及ぼす影響

安藤大輔ら（山梨大学）
　低酸素環境下におけるレジスタンス運動は、常
酸素環境下において行うよりも成長ホルモン分泌
を増大させることが示されている。しかし、これら
の報告では、運動終了後の回復期においても低酸
素曝露が継続されており、低酸素環境下での運動
効果が、その後の回復期の常酸素環境下において
も持続するかは明らかでない。本研究では、低酸素
環境下のレジスタンス運動後に引き続く常酸素環
境下における回復が、成長ホルモン分泌動態に及
ぼす影響を検討することとした。健康な男性8名
を対象とし、常酸素環境下（標高：400m）でのレジ
スタンス運動条件、および低酸素環境下（酸素濃
度：13.0％）でのレジスタンス運動条件の2条件を
設定した。常酸素環境下または低酸素環境下条件
で15分間の安静後、レジスタンス運動を実施し
た。運動はパラレルスクワット（50％1RM）とし、
計8セット（14回×5セット、7回×3セット）実施
した。セット間の休息時間は60秒とし、運動後の
回復期は両条件とも常酸素環境下とした。運動前、

終了直後、15、30および60分後に採血を実施し
た。その結果、低酸素環境下における運動終了直
後、および15分後の血清成長ホルモン濃度は常酸
素環境下に比較して有意に高値を示した（それぞ
れ、P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境下のレ
ジスタンス運動後、常酸素環境下で回復期を設け
ても、成長ホルモン分泌増大の可能性は持続する
ことが明らかとなった。
　低酸素環境下におけるトレーニングは基本的に
運動負荷時のみに低酸素環境下に置かれていれ
ば、効果が認められることを示すものであり、特に
高強度運動においてはそのことが顕著であること
が考えられる。競馬のような高強度運動はまさに
このトレーニングパターンに当てはまるものであ
り、我々が行ってきた、過去の馬の低酸素環境下で
のトレーニングでも同じようなことが体内で起
こっているのではないかと推察された。

○持久性競技者における低酸素環境下での運動時
の負荷特性 －筋損傷・炎症反応およびパフォーマ
ンスの回復動態に着目して－

角　大地ら（立命館大学）
　これまで、低酸素環境下での運動中の生理的応
答や低酸素トレーニングの効果などについては多
くの研究がなされている。一方で、運動後の筋損
傷・炎症反応やパフォーマンスの回復の動態を検
討した研究はきわめて少ない。本研究においては、
低酸素環境下で行なう持久性運動に対する筋損
傷・炎症反応およびパフォーマンスの回復動態を、
通常酸素環境下で行なう運動時と比較することを
目的とした。持久性競技者9名（最大酸素摂取量
62.8±1.6 ml/kg/min）を対象に、高強度インター
バル運動および持続性運動を通常酸素環境下

（20.9%）または低酸素環境下（14.5%）で実施した。
運動時に採気や前腕静脈からの採血などを行っ
た。これらの運動終了2時間後、通常酸素環境下に
おいて90％VO2max強度の運動を疲労困憊に至るま
で行い、その運動継続時間を測定した。その結果、
低酸素環境下条件は通常酸素環境下条件と比較し
て、運動に伴う血中乳酸濃度の上昇が亢進し（P＜
0.05）、筋損傷の間接指標である血清ミオグロビン
濃度の上昇は軽減された（P＜0.05）。運動継続時

間は、低酸素環境下条件（783±107秒）が通常酸
素環境下条件（613±65秒）と比較して有意に高値
を示した（P＜0.05）。以上のことから、低酸素環境
下での持久性運動は、通常酸素環境下で行なう相
対的に同一強度での運動と比較して筋損傷の程度
が小さく、運動パフォーマンスの回復は早期にみ
られることが示唆された。
　常酸素環境下と相対的に同じ強度の低酸素環境
下でのトレーニングは、絶対的な運動強度が低く
なる。トレーニング環境を変えた実験では相対的
な強度、絶対的な強度のいずれが重要であるかい
つも議論となる点である。しかし、筋損傷やけがの
危険性などの点においては絶対的な強度が重要で
あり、低酸素環境下でのトレーニングは比較的安
全なトレーニングと考えて良さそうである。

（大村　一）

○フルマラソンによる下腿筋の機械的特性変化と
その回復過程

中川剣人ら（早稲田大学）
　近年のランニングブームによりフルマラソンに
取り組む人口が増加している。しかし、フルマラソ
ンが身体に与えるダメージを検討した研究は少な
いため、効率的な障害予防および回復の手段の提
案が難しい。そこで、本研究ではフルマラソンによ
る下肢筋機械的特性および機能の変化とその回復
過程を筋ごとに検討することとした。
　被験者は大学生14名として、フルマラソンレー
スの3日前、完走直後、1日後、3日後、8日後に、下肢
筋の最大等尺性筋力を測定するとともに、超音波
エラストグラフィ法にて筋硬度を計測した。また、
MRIにより筋のT2値を計測した。さらに、筋ごとの
痛みを毎日VAS法（主観的な痛みを点数化する方
法）により計測した。
　計測した筋のうち、前脛骨筋を除くすべての筋
において、レース前に比べてレース後で有意に筋
が硬くなっていた。また、腓腹筋、大腿直筋、大腿二
頭筋においては、8日が経過しても筋硬度が回復
しきらなかった。T2値においては、腓腹筋、大腿二
頭筋を除く計測筋すべてで8日が経過してもレー
ス前よりも高値を示した。一方、筋力においては、
唯一レース直後の変化のあった膝関節屈曲筋力は

レース直後から有意に低く、8日後でも回復しき
らなかった。VAS法で計測した主観的筋痛の程度
は、レース4日後までにすべての筋において回復
した。以上から、フルマラソンによるダメージとそ
の回復過程は、筋ごと、指標ごとに異なることが示
唆された。
　この超音波エラストグラフィを用いた筋硬度が
ウマでも測定できれば、筋疲労の指標になり得、か
つ回復過程も捉えることが可能かもしれない。ま
た、比較的簡便な手法であるため、トレーニング・
センターにおける現役競走馬の筋疲労指標にも利
用可能であるかもしれない。

○樹状細胞の活性に対する高負荷運動の影響
駒野悠太ら（キリン株式会社）

　樹状細胞（DC）は、ウイルスや細菌の貪食作用や
抗原提示作用、他の免疫細胞活性化などを担う重
要な免疫細胞である。しかし、DCと運動後の免疫
低下との関係については十分に検討されていな
い。本研究では、高負荷運動がDC活性および主観
指標に与える影響について検討した。
　20歳以上の運動部の学生（22名）および運動習
慣のない学生（9名）を対象とし、エルゴメーター
による単回運動（最大心拍数の80％の強度）を実
施した。また、運動部員は運動部の練習メニューに
従い、継続運動を実施した。運動前後のミエロイド
DC（mDC）およびプラズマサイトイドDC（pDC）の
活性（CD86、HLA-DR）を測定した。また、主観指標

（POMS）の経過を調査した。
　運動部員では、運動直後、2時間後、14時間後、さ
らに運動継続1週間後、2週間後のmDCおよびpDC
活性が有意に低下していた。運動習慣のない学生
では、運動14時間後のmDC活性の有意な低下が確
認された（2時間後も低下している傾向）。また、単
回運動後において、POMS評価の疲労や活力スコ
アの有意な悪化が確認された。以上から、高負荷強
度の単回・継続運動により、mDC、pDC活性が低下
し、感染リスクやコンディションに影響を与える
可能性が示唆された。
　適度な運動が免疫には良いと言われているが、
日々厳しいトレーニングを行っているアスリート
は極限状態にあり、免疫機能が低下している可能

性を示唆する発表である。トレーニング・センター
に所属する競走馬は、本来のウマの生活スタイル
からはかけ離れた、非常に特殊な環境かつ厳しい
トレーニング下にいると考えられる。特に競走後
は疲労により様々な免疫系に影響を与えている可
能性があると考えられた。
　
○ヒトの広い走速度域におけるケイデンスとス
テップ長

後藤悠太（早稲田大学大学院）
　陸上競技者が高速走行している際、走速度の変
化に伴ってケイデンス（step/s）とステップ長

（m/s）はそれぞれ特異的に変化することが知られ
ている。しかし、それらの変化を走運動の経験別に
明らかにしたものはない。そこで、本研究の目的は
陸上競技経験者や未経験者におけるケイデンスと
ステップ長の変化を明らかにすることとした。
　被験者は大学生の男女80名（短距離選手20名、
長距離選手20名、陸上競技未経験者20名、日常生
活以外で走運動を行っていない20名）とした。被
験者は全天候型陸上競技場で直線30m間を走った

（走運動を行っていない群は20m）。走速度は可能
な限り遅い速度から最高速度まで種々の速度で走
り、横方向からビデオカメラで撮影した動画から
疾走速度（m/s）、ケイデンス（step/s）、ステップ長
を算出した。
　低速域（2m/s）から中速域（5m/s）にかけてのケ
イデンスとステップ長の変化を比較してみると、
陸上競技経験者では速度増加に伴いケイデンスは
一定に保ち、ステップ長を増加させる傾向が見ら
れた。一方、陸上競技未経験者、特に走運動を行っ
ていない群においてはケイデンスとステップ長の
両方を増加させて速度増加を得ていた。速度変化
に伴うケイデンスとステップ長の変化の特徴は陸
上競技経験者とそれ以外で異なっていた。つまり、
走運動のトレーニングがより効率的な動作を獲得
させた可能性が示唆された。
　ウマにおいても走速度を上げるためにはストラ
イド頻度、およびストライド長を上げる必要があ
る。主にどちらを上げて走速度を上昇させるかは
ウマによって異なっていると考えられているが、
本発表で示唆されたトレーニングにより効率的な

動作が獲得できるという仮説がより具体的な形で
示されれば、ウマにも応用可能になるかもしれな
い。

(高橋佑治)

○筋運動後に生じる筋の硬化と腫脹の要因
小宮秀明ら（宇都宮大学）

　運動後の筋腫脹現象はパフォーマンスの低下を
引き起こすため、その生理的要因には興味がある。
筋硬度計を用いた評価に加え、超音波装置の音速
値を用い筋粘弾性および多周波インピーダンスに
よる筋組織内外の水分量を測定し、激運動後の筋
腫脹発現を明らかにした。測定項目は上腕周囲径、
筋硬度、音速値、上腕二頭筋の筋厚及びインピーダ
ンス値、筋細胞内・外抵抗（RI・RE）である。運動は腕
エルゴを用い20%MVCで肘関節の屈曲・伸展運動
を連続10回、2セット行った。運動終了直後から5
分毎に30分間の計測を行った。筋硬度は運動終了
直後に36.4 ± 9.8 kPaに増加し、その後30分間を
通じて緩やかに減少した。上腕周囲径および筋厚
は、筋硬度とほぼ同様の変化を示した。音速値は運
動直後に1565.0 ± 8.6 m/sに減少し、その後30分
間を通して緩やかに増加した。REは運動終了直後
に36.4 ± 8.3 Ωと減少し、その後30分間を通して
緩やかに増加した。50 kHzのインピーダンスはRE
と同様の変化を示した。上腕周囲径、筋硬度の変化
から筋内圧と血液量の充満を、音速値の変化から
筋細胞周辺の水分量の増加を評価し、50 kHzのイ
ンピーダンス値とREより筋細胞間隙での水分量
の貯留増加を明らかにした。激しい局所筋運動後
の腫脹現象の要因として血管内および細胞間隙で
の血液と組織液の貯留によることが示唆された。
　疲労による筋硬度の変化を観察する代表的な方
法は、これまでは筋硬度計であったが、近年は超音
波の伝達速度を利用した方法や、エラストグラ
フィのように圧力による歪み量を測定する方法が
考案されている。今回の結果は、疲労が起こると筋
内の水分量が増加することを示し、そのために筋
肉が腫脹し、筋膜につつまれた筋肉の硬度が増加
することを示していた。しかし、水分量が増加する
と超音波伝達速度が低下することから、音速値を
用いた筋硬度測定法では疲労による筋の硬度変化

を評価できないこと示していた。このような、新し
い超音波技術を用いて、腱靭帯の状態変化のみで
なく、筋肉の疲労についても評価できる方法を探
して行きたい。

○中枢神経系への直流電気刺激によるスプリント
パフォーマンスの向上

笹田周作ら（相模女子大学短期大学部）
　短距離走の全力疾走を行うと最大速度に達した
後に緩やかに速度が低下する。この速度低下の一
部は脳から脊髄へ伝達される下行性指令の機能低
下が原因である。直流電気刺激（DCS）を脳あるい
は脊髄へ与えると、刺激電極周囲にあるニューロ
ンの興奮性を修飾することにより下行性指令を増
強できることが知られている。そこで本研究では、
脳あるいは脊髄へDCSを運動前に与えることで神
経回路網の興奮性を修飾し、スプリントパフォー
マンスを向上させられるか否かを検討した。被験
者は15分間の皮質または腰髄へのDCSを受けた後
に、自転車エルゴメーターにて30秒間の全力サイ
クリング運動を行うことでパフォーマンスが評価
された。皮質DCSは、頭頂部および前額部、脊髄
DCSは第11-12胸椎上および右肩峰部に貼付され

た電極により与えられた。刺激極性は皮質DCSの
頭頂部、脊髄DCSの胸椎部が陽極、陰極または刺激
なし（疑似刺激）3条件で行った。脊髄DCSにおいて
陰極刺激時の平均パワーは陽極及び疑似刺激と比
して向上した。皮質DCSでは、平均パワーは陽極刺
激時に陰極刺激時と比して有意に向上したが、陽
極・陰極刺激ともに疑似刺激時と比して有意な変
化は生じなかった。これらことから、脊髄への陰極
DCSは、スプリントパフォーマンスを向上させる
と考えられた。
　脳や脊髄を電気刺激することには、危険な印象
を受けるが、実際に刺激を受けた人は、ほとんど刺
激を受けているという感覚はなく、一部の人が痒
みのような感覚を持つとのことであった。このよ
うな能力向上の方法は、ドーピングとされるか議
論されるところであるが、今のところ規制される
ような動きとはなっていない。発表者に質問した
ところ、このような刺激効果は、60分程度は持続
し、2分程度の競技に有効であるとのことであっ
た。この条件の場合、競馬にも有効であると考えら
れるので、ヒトにおける今後の展開に注意する必
要がある。

（高橋敏之）

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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　平成28年9月7日に日本大学生物資源科学部で
開催された第159回日本獣医学会学術集会に参加
した。以下，聴講した演題の一部の概要を報告す
る。

○全身麻酔中のネコにおけるアミノ酸輸液による
体温低下の軽減

下岡由佳ら（岐阜大学）
　ヒト、ラット、イヌでは、アミノ酸輸液により全
身麻酔中の体温低下を軽減できることが知られて
おり、その効果はインスリン分泌の促進に起因す
ると考えられている。本発表は、ネコにおいても同
様にアミノ酸輸液により全身麻酔中の体温低下を
軽減できるか、また、輸液によるインスリン分泌の
促進が認められるかを検討した研究であった。総
遊離アミノ酸量として0（対照群）、0.5、0.75、1.0 
g/kg/hrとなるよう、総合アミノ酸製剤を酢酸リン
ゲル液で希釈調整し、それぞれ2時間輸液した（10 
ml/kg/hr）。麻酔終了時の体温は、アミノ酸輸液1.0 
g/kg/hr群において対照群より高く、麻酔導入後の
体温低下は軽減された。また、血漿インスリン濃度
は、いずれの群においても対照群よりも高かった。
以上のことから、ネコにおいても、アミノ酸輸液に
よりインスリン分泌は刺激されるが、麻酔中の体
温低下を軽減するには、少なくとも1.0 g/kg/hrの
アミノ酸量が必要と考えられたと結論付けてい
る。
　ウマにおいても術中の体温低下は問題となって
いるが、体格が大きいため、物理的に保温するのは
難しい。したがって、本発表のような方法は、ウマ
においても検討の余地があると考えられる。しか
し、副作用に関する考察がなく、実際に投与するに
あたっては慎重なモニタリングが必要と考えられ
た。

（太田　稔）

再生医療シンポジウム
　本シンポジウムではヒトの再生医療分野を牽引
する最先端の研究者2名、また医学に席を置きな
がらも獣医療に大きな影響を与える研究者2名、
そして遠くない将来に到来するであろう獣医再生
医療時代に向けて法整備や再生医療等製品の試験
検査法の確立に精力的に取り組む農水省・動物薬
品検査所の研究者の5名のシンポジストで構成さ
れていた。この中には、現在、臨床医学研究室で取
り組んでいる研究にご協力頂いている関谷先生と
田畑先生、また、共同研究を実施する予定の能田先
生が選ばれており、個人的には近親感のあるシン
ポジウムであった。これら3名の先生方の講演内
容について簡略に紹介する。

○膝の再生医療
関谷一郎（東京医科歯科大学）

　演者はヒトの膝関節内の軟骨や半月板の再生に
ついて、基礎研究で得たエビデンスを背景にした
幹細胞移植治療の臨床応用に精力的に取り組まれ
ている。彼らは膝関節内の滑膜に由来する滑膜幹
細胞が他の組織から分離された幹細胞、例えば、骨
髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞よりも膝関節軟骨
の再生に適していることを証明した。また、幹細胞
の移植には患者の負担を軽減させるために関節鏡
下で移植することを実践しており、軟骨や半月板
の損傷部に滑膜幹細胞を10分間静置することで
移植細胞の約70％が組織に留まることを証明し
ている。彼らのように、エビデンスと臨床応用が直
結するような研究の組み立て方を、今後も参考に
していきたい。
　講演後に「膝関節内は自家の細胞だけではなく、
他家の細胞であっても免疫的には寛容であろうと
考えている研究者も多いが、先生は他家の幹細胞
を軟骨治療に用いることに対してどのようなご意
見をお持ちなのかお聞かせ願いたい。」と質問した

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。

ところ、「私は関節内の免疫は寛容とは考えていな
い。軟骨下には骨髄があるので、他の部位と同様で
有り、自家幹細胞が使える環境であれば他家幹細
胞を使うメリットはない。軟骨修復のポテンシャ
ルも自家幹細胞が優ると考えている」その明快な
回答と私見も一致しており、JRAが行う再生医療
の研究にはやはり自家幹細胞を用いるべきだと考
えた。

○バイオマテリアルからみた再生医療の最前線
田畑泰彦（京都大学）

　演者と臨床医学研究室との交流は10年以上に
なり、自身や後進の研究計画を検討する際にはそ
の都度、アドバイスを頂いてきた。再生医療は、医
学、工学、薬学の3分野の融合なくしては成立しな
い。演者はこれら3分野全ての博士号を有し、各分
野に精通するからこそ、バイオマテリアルの開発
からそれらを用いた再生医療の臨床応用までを圧
倒的なスピードで実践している。
　演者が講演で繰り返し説明してきた「組織工学」
は以下に要約される。「再生医療とは、生体のもつ
自然治癒力を活用する医療である。その基本アイ
テムは、自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能
力を高めて病気を治すことである。自然治癒力を
促すアプローチには①能力の高い細胞を用いる、
②周辺の環境を整えて細胞の能力を高める、この
２つの方法がある。前者のアプローチとして幹細
胞の移植治療が行われている。しかし、期待したほ
どに高い治療効果が認められているとは言いがた
い。これは、細胞はその周辺環境と相互作用しなが
ら、生物機能を発揮しているからである。そのた
め、細胞移植再生治療には、細胞の増殖、分化を促
す局所周辺環境を作り与える工夫が必要不可欠で
ある。この細胞の局所周辺環境をバイオマテリア
ル（生体材料）を利用して作り上げることが可能
で、この分野は組織工学（Tissue Engineering）と呼
ばれる。」
　生体吸収性ハイドロゲルを用いた徐放化ドラッ
グデリバリーシステム（Drag Delivery System, 
DDS）など演者の取り組んできた研究の多くは現
実化され、多くの臨床に役立っている。かくいう、
私も演者との共同研究からDDSを教えて頂き、競

走馬臨床への応用も実現した。今後も、組織工学的
アプローチを競走馬の再生医療や再生研究（細胞
研究や創薬研究）に取り込んでいきたいと考えて
いる。

○獣医領域での再生医療等製品の実用化に向けた
現状と課題
～製造者の責務と前競争的共同研究の必要性～

能田　健（動物医薬品検査所）
　私は農水省の補助事業である「動物用再生医療
等製品安全性試験等開発委員会」の検討委員であ
り、演者は同委員会のアドバイザーという立場で
あるため、もう3年以上もお付き合いさせて頂い
ている。本講演では、獣医領域の再生医療の実現に
深く関わる法規について、分かり易く、丁寧に説明
されていた。
　再生医療等製品に含まれる「細胞加工製品」は、
高度な分化誘導操作を要するものを除き、一般に
化成品（化学物質を成分とする薬）や生物薬品（組
換えタンパク質等を成分とする薬）に比べ製造が
容易である。製造のハードルが低い一方、その品質
管理はそれらに比べてはるかに困難である。細胞
加工製品は不均一かつ不安定であり、一定の品質
を保つためには高度な製造管理技術が要求され
る。
　細胞加工製品は、販売を目的として製造する場
合と、獣医師が治療等用に自ら製造する場合があ
るが、いずれも法の下では薬となる。薬の製造に
は、本来、農林水産大臣の許可が必要であるが、獣
医療の幅を確保するための例外措置として獣医師
が自ら行う製造については大臣許可が免除されて
いる。獣医師には大きな特権が付与されていると
言い換えることができるが、その分適切な製造管
理の責務を自らが負っていることを自覚する必要
があろう。
　演者はサブタイトルにもある「前競争的共同研
究課題」という概念について以下のように説明し
ていた。例えば、獣医療においても普及が進んでい
る間葉系幹細胞（MSC）は「動物体性幹細胞加工製
品」に該当する。この場合、製品に含まれる細胞が
MSCとしての性質を有していることを確認する必
要がある。その手段の一つが細胞表面に発現する

CD抗原などの分子マーカーの設定であり製造工
程における品質管理にも有用である。しかしなが
ら、動物CD抗原に特異的な抗体が市販されていな
いため、製品の品質管理は極めて困難な状況であ
る。このような抗体の開発以外にもウイルス安全
性の確保など、各製造工程で多くの課題が存在す
る。もちろん、これらの課題に製造者が個別に対処
するのは現実的ではなく、関係業界とアカデミア、
そして臨床家等が協力したオールジャパン体制で
取り組むいわゆる前競争的共同研究課題と捉える
べきである。このような取り組みの推進は、研究環
境の整備および研究者の裾野を広げることにつな
がり、ひいては幹細胞技術という新規性の高い科
学的成果の迅速な社会への提供に寄与すると考え
られる。
　私たちは馬の骨髄由来MSCを腱損傷治療に用い
るための研究活動に勤しんでいる。私たちの行う
治療は臨床試験データを収集するための研究活動
であるため、幹細胞の販売や、そもそも治療に対す
る診療費を請求したこともなく、特殊な位置づけ
である。しかし、私たちは演者の言うアカデミアと
して立場を見失うことなく、真摯に前競争的共同
研究に協力する所存である。

（笠嶋快周）

○ジストロフィン遺伝子変異ラットの骨格筋病変
に対する細胞老化の関与

杉原英俊（東京大学）
　演者らは、かねてから筋原細胞である筋サテラ
イトセルの分裂能低下（所謂サテライトセルの細
胞老化）により生じると考えられているヒトの
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症における筋病
態について、ジストロフィン遺伝子にout-of-frame

（OF）型変異を生じさせたラットを使用して解明
を試みている。試行的に1～10ヶ月齢のOFラット
の前脛骨筋より切片を作製し形態観察を行うと、
野生種に比べ、3ヶ月齢でサテライトセルが、10ヶ
月齢で胎子型ミオシン重鎖（eMHC）がほぼ認めら
れなくなった。この状況が、サテライトセルが分裂
能を失って生じるのか、あるいはサテライトセル
絶対数の不足により生じるのかを明確にするた
め、本実験が行われた。まず細胞が老化する際に

p16タンパク遺伝子が多く発現することが知られ
ているため、p16およびサテライトセル特異的遺
伝子Pax7の発現を定量的リアルタイムPCRにより
野生種と比較した。また、大腿四頭筋および長趾伸
筋から得た初代培養細胞において、細胞老化を免
疫染色して示すSA-βGal染色およびPax7免疫染色
を行って老化細胞数および筋サテライトセル細胞
数を比較した。その結果、3ヶ月齢のOFラットでは
既にp16の著明な高発現が認められ、老化細胞の
出現、サテライトセル数の顕著な減少が観察され
た。これらよりOFラットでは、若齢期からの細胞
老化に伴う筋サテライトセルの分裂停止が筋再生
能低下を招き、病態の悪化に繋がっていると考え
られた。このOFラットはディシェンヌ型ヒト筋ジ
ストロフィーの病態モデルとなり得ることを示し
たこととなる。
　今回遺伝子定量したp16タンパクは酸化的スト
レスへの長期的曝露により多く誘導されることが
わかっている。演者らはヒトのディシェンヌ型筋
ジストロフィーの発症要因のひとつに、酸化的ス
トレスによるサテライトセル老化を指摘してい
た。今後、同タイプのラットを使用して病態が解明
されることを期待する。

○犬変形性関節症の治療　～NSAIDs使用の ’本当
の’ 意義と効果～

奥村正裕（北海道大学）
　本講演は、犬の変形性関節症の臨床治療に関す
る基礎的なNSAIDsの使用法についての内容で
あった。関節軟骨の完全修復は不可能であるとい
う観点から（たとえ再生医療技術を応用して
も！）、疼痛の緩解に重要なのは外科的整復法と消
炎剤の使い方にあると言える。外科的に疼痛除去
を行うためには、失われた関節軟骨で負重するこ
とを避けるために、ヒトでは人工関節を入れたり、
骨切りを行って人工的にO脚変形させて関節負重
面を変えたりするが、犬でも同様に、大腿骨切り術
を実施して負重面を変化させるという手術が行わ
れる。実際、発表されている論文では重篤な変形性
関節炎の治療法として外科手術が最も有効である
とされている。一方、それほど悪化していない変形
性関節炎では、消炎剤や栄養学的管理が有効とさ

れている。中でもCOX2阻害薬は有効とされ、さま
ざまな報告が散見される（一方、コンドロイチン硫
酸やグルコサミンの投与、経口ステロイド薬の使
用は有効性に関するエビデンスに乏しいようであ
る）。消炎剤の適切な使用は滑膜炎の進行を抑制で
き、軟骨変性を遅らせることができることがわ
かっている。そのため犬では長期にわたりNSAIDs
の経口投与が行われている。嘔吐や消化器系の副
作用も散見されるが、それ以上に良好な関節炎治
療成績が上回る。ウマにおいては、腕節構成骨骨折
はレース中に最も発生する骨折であることが明ら
かになっているが、関節鏡手術の導入により競走
復帰率も良く、悪化例も少なくなった。しかし、慢
性的な腕節炎により悩まされる例も散見され、リ
ハビリにも苦労する場合がある。副作用の懸念も
捨てきれないが、NSAIDsの積極使用も選択肢のひ
とつとして念頭に入れておきたい。

（福田健太郎）

○競走馬の骨折モデルに対する低出力超音波パル
ス療法の効果について

黒田泰輔ら（JRA競走馬総合研究所）
　本報告は昨年まで一般研究として実施されてい
た低出力超音波パルス療法(LIPUS)の競走馬の骨
修復に関する研究である。LIPUSはヒトにおいて
骨折の癒合率を上昇させることが報告されている
が、ウマにおいて研究報告はほとんどない現状に
ある。本研究では競走馬の骨折モデルを作製し、
LIPUSの効果を検証した。
　サラブレッド種研究用馬10頭に対して全身麻
酔下で左右の第4中手骨に5mm幅の骨欠損を作製
し、骨折モデルとした。LIPUSは片肢に1日1回20
分の照射を週6日のペースで実施し、その対側を
対照とした。手術後12週と15週に5頭ずつ骨折部
を採材して骨形態計測を実施したところ、骨形成
を行う類骨面および骨芽細胞数に有意差はなかっ
たが、骨吸収を行う吸収面の割合や破骨細胞数は
術後12週、15週ともLIPUS群で有意に減少してい
た。また、組織量に対する骨組織量の割合は、術後
15週においてLIPUS群で有意に高い値を示し、
LIPUS群で骨量の多い強度のある骨形成が認めら
れた。

　質疑においてはLIPUSが骨に対しどのような作
用を持つのか質問を受けた。骨組織の維持および
再生は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による
骨吸収のバランスの上で成り立っている。本研究
の結果は術後12週と15週における骨吸収を抑制
と、15週での骨量の増加を認めており、骨吸収の
抑制が骨量の増加につながっている可能性を示し
た結果となった。しかし、LIPUSが破骨細胞を直接
的に抑制したのか、それとも間接的に抑制したの
かは不明であり、今後の研究が必要であると答え
た。

○培養イヌ角膜上皮細胞シートを用いた角結膜上
皮障害治療用点眼剤の評価

大智宏祐（鳥取大学）
　近年ヒト医療では角膜培養上皮シートによって
各種点眼薬の毒性評価を行う試みが報告されてい
る。この手法では実験動物を用いる従来の手法と
異なり、倫理的な利点は勿論のこと、同一の細胞で
実施することにより個体や実験系による差を減少
させ客観的に評価できる利点がある。本研究では
イヌの角結膜上皮障害治療用点眼剤の毒性を評価
した。
　実験ではイヌ培養角膜上皮細胞シートを用い、
3mmの大きさでディスクを作製した。その後3種
のヒアルロン酸点眼薬を1日3回滴下し、その培養
細胞の伸展面積を測定することにより評価した。
その結果、上皮毒性を有するベンザニコルニウム
含有のヒアルロン酸点眼薬や、ホウ酸を含有した
ヒアルロン酸点眼薬では、それらを含有しないヒ
アルロン酸点眼薬と比較して細胞の伸展面積が有
意に少なかった。また、上記の添加剤を含有しない
ヒアルロン酸点眼薬はコントロールとなる生理食
塩水滴下とも有意差は無く、上皮毒性は認められ
なかった。
　培養細胞を用いた薬剤の評価については今まで
も報告があるものの、本報告は細胞シートとその
伸展面積で評価しており、非常にシンプルな評価
系であった。角膜上皮細胞シートは本研究室でも
作製していたこともあることから、同様の手法を
ウマで応用することは可能かもしれない。また、同
じヒアルロン酸点眼薬であっても、添加剤の組成

によって大きく異なることは非常に印象的であっ
た。我々が使用している点眼薬は、薬剤の種類や濃
度などに注目して選択しているが、それらのウマ
上皮細胞毒性の報告は少なく、あまり考慮されて
いない現状にある。細菌性角膜炎においては感染
を制御するために頻回点眼が必要であることは知
られているが、一方で感染が収束した修復期には
頻回の点眼が細胞の修復を阻害している可能性も
あり、今後このような点眼薬の上皮細胞への影響
について研究が必要と考えている。

（黒田泰輔）

○御崎馬の死因に関する病理学的検索
伊藤宗磨ら（宮崎大学）

　御崎馬とは、宮崎県串間市の都井岬で300余年
ものあいだ周年放牧され続ける半野生の日本在来
馬である。国の天然記念物であるがゆえに、その死
因や病態などの実態については詳細に調査されて
いない。演者らは、都井岬にて自然死した御崎馬4
例（雌、18歳：雄、16歳：雄、15歳：雌、１歳）につい
て剖検、内部寄生虫の同定、全身諸臓器の病理組織
学的検索を実施し、死亡原因について報告してい
た。肉眼的には、高齢馬では削痩が見られ、全例の
前腸間膜動脈には普通円虫が寄生していた。同部
では組織学的に軽度～中等度の寄生虫性動脈炎が
観察された。盲腸では、円虫や葉状条虫が多数認め
られ、組織学的には好酸球性盲腸炎が観察された。
高齢であった3例では肝皮膜炎が見られ、組織学
的には虫道が観察された。また1例では横隔膜破
裂、別の1例では直腸破裂が認められた。肝皮膜炎
の原因は病原性および体内移行経路から無歯円虫
による病変が疑われた。以上の所見から、今回の検
索例の死因は、4例中2例は各寄生虫の重度感染に
よる消化障害とそれに伴う栄養不良と虚弱による
ものと考えられた。これは普通円虫による動脈炎
と支配領域腸管の蠕動低下、そして無歯円虫によ
る肝機能低下が主な原因であると考察していた。
また1例は崖の下で発見されたことから、転落に
よる横隔膜破裂と呼吸障害、さらに別の１例は何
らかの原因による直腸破裂とそれに伴う急性腹膜
炎が死因と考察していた。
　今回の症例の外部寄生虫としては、種は未同定

ながらも多数のダニが寄生していたとのことで
あった。御崎馬には、年1回の健康検査でイベルメ
クチンが数年前より投与されているそうで、これ
により寄生虫の病害はかなり軽減されたとのこと
であるが、今回の報告から、御崎馬における駆虫薬
の効果的な使用法についての課題が明らかにされ
た。なお、2011年にはJRA宮崎育成牧場に譲渡さ
れた御崎馬が馬伝染性貧血に感染していたことが
判明し、これに基づいて御崎馬の調査が行われた。
12頭の抗体陽性馬が確認され、殺処分されてい
る。今回の発表のような地道な在来馬の死因の実
態調査は、わが国の馬の感染症の防疫において、重
要な基礎資料になるものと考える。

（片山芳也）

○馬サラブレッド種の大動脈弓背側領域における
中膜の病理組織学的検索

遠藤ちひろら（酪農学園大学）
　馬の大動脈弓は、しばしば破綻による死亡を引
き起こす病理学的に重要な部位である。しかし、加
齢による平滑筋細胞、弾性線維、および膠原線維の
量の変化に関する報告は乏しいことから、演者ら
は生後直後から２９歳までのサラブレッド９０頭
の大動脈弓の加齢性変化について調査を行った。
大動脈弓を近位（心臓側）と遠位に分け、大動脈弓
内径と厚みを計測したところ、生後から１０歳程
度まで増加傾向を示した。また近位領域では１６
歳を境に減少に転じたが、遠位領域では逆に増加
していた。また、組織学的な評価には大動脈弓近
位・遠位の背側領域を用い、特殊染色（ビクトリア
ブルー染色、シリウスレッド染色）および免疫組織
化学（抗α－平滑筋アクチン抗体）により動脈壁の
構成成分を染め分け、膠原線維、弾性線維、平滑筋
の単位面積あたりの占有量を画像解析ソフト
Image Jを用いて計測していた。この結果、近位で
は単位面積当たりのビクトリアブルー陽性（弾性
線維）面積は加齢に伴い減少していることが明ら
かとなり、この変化は中膜内側で顕著であった。ま
た、シリウスレッド陽性（膠原線維）面積は動脈弓
近位・遠位双方の中膜内側で加齢に伴い増加し、特
に近位内側で顕著であった。抗α－平滑筋アクチ
ン抗体陽性（平滑筋）面積は、年齢別の変化に乏し

かった。以上の結果より、弾性線維の減少および膠
原線維の増加による動脈壁の弾性の変化が大動脈
破綻の一因を担う可能性があることを演者らは考
察していた。特に心臓に近い近位側の中膜内側で
の細胞外基質の構成割合の変化が顕著に認められ
たことから、同部の破綻リスクが高い可能性も示
唆していた。今回の報告では、幅広い年齢のサンプ
ルを収集するため、調査は性別の区別なく実施し
たということであった。繁殖用馬は雌雄で循環器
への負荷が大きく異なると考えられることから、
性別・用途による比較にも興味が持たれた。

○千葉県で捕獲された野生動物のレプトスピラ抗
体保有状況調査

坂川達哉ら（日本大学）
　レプトスピラ属細菌は宿主域が広く、特に野生
齧歯類が保菌動物となり、尿を介し汚染が広がる
ことが知られている。家畜では黄疸、血色素尿、流
産などを発症し、人獣共通感染症としても重要で
ある。本研究は狩猟や捕獲の対象となっている野
生動物がヒトや家畜へレプトスピラ伝播を起こす
リスクの評価を目的として、野生イノシシ、ハクビ
シン、アライグマ、および豚の血清を用いてレプト
スピラ抗体の検出を試み、感染状況を調査したも
のである。材料として千葉県において2009-2014
年に捕獲されたイノシシ（約600個体）、2009年に
捕獲されたアライグマ（約200個体）、ハクビシン

（29個体）、および豚（114個体、2農場）の血清を使
用し、顕微鏡下凝集試験 (MAT) により抗体保有状
況を調査した。抗原にはAustralis, Hebdomadis, 
Pomona, Canicola, Icterohaemorragiae strain RGA 
および strain Ictero No1の6種類の血清型を用い、
凝集価１：１００以上のものを陽性と判定した。こ
の結果、イノシシでは調査した全ての年で陽性個
体が認められ、2012年は29.7％（14/847）、2013
年は23.8％（21/88）と高い陽性率を示した。特に
血清型Australis, Hebdomadis, Pomonaは調査を
行った多くの年で陽性個体が検出された。アライ
グマでは血清型Hebdomadis, Canicolaなどの抗体
陽性が認められたが、ハクビシンは全て陰性で
あった。また、豚では1検体にのみ血清型Australis, 
Icterohaemorragiae strain RGA抗体陽性が見られ

た。今回の調査から野生イノシシにレプトスピラ
が感染している可能性が示唆され、演者は野生イ
ノシシと接触する人（狩猟者など）はレプトスピラ
症罹患のリスクを考慮する必要があると注意喚起
を行っていた。また演者らは、イノシシとアライグ
マの間で感染環が成立している可能性があると考
察していたが、主たる保菌動物である野生齧歯類
の調査は実施されていない。イノシシやアライグ
マへのレプトスピラ感染経路の特定には、これら
を取り巻く環境を調査する必要があると思われ
た。

（上野孝範）

○馬パラチフス菌の宿主特異性に関する考察
秋庭正人ら（農研機構  動物衛生研究部門）

　馬パラチフスはSalmonella Abortusequi(SA) を
起因菌とする馬の届出伝染病で流産、敗血症、局所
感染を主徴とする。SAの宿主域は狭く、馬以外の
動物からはほとんど分離されない。また、発症馬の
糞便からSAが分離されることはほとんどない。一
方、Salmonella Typhimuriumなどの他の血清型の
サルモネラ属菌の多くは、宿主域が広く、下痢を主
徴とすることから、診断には糞便が最も重要な検
体となる。演者らは、SAで認められるこのような
特徴がゲノム内にどのように規定されているかに
ついて、細菌の代謝経路に注目して検討を行った
結果を報告している。
　SA L-2508株の完全長ゲノム塩基配列を既報の
他の血清型のサルモネラ属菌と比較し、アミノ酸
代謝や嫌気代謝に関連する偽遺伝子を特定した。
これらの偽遺伝子が代謝に与える影響を調べるた
め、アミノ酸代謝については、基礎培地に20種類
のアミノ酸のうち1種類ずつ除いた培養液を用
い、アミノ酸要求試験を実施した。その結果、SAは
リジン、ロイシン、セリンに明らかな要求性を示し
た。このうち、リジンについては代謝経路上のlysA
およびlisCの偽遺伝子化で説明可能であったが、ロ
イシン、セリンについては代謝経路上に偽遺伝子
は認められなかった。また、L-2508株に認められ
た136偽遺伝子のうち、12が嫌気代謝に関連して
いたが、表現型解析システム（フェノタイプマイク
ロアレイ）を用いて各種栄養素の資化性（栄養源と

して利用するかどうか）を調べた結果、SAはプロ
パンジーオールを含む21の炭素源などを利用で
きないことが明らかになった。プロパンジーオー
ルやエタノールアミンの嫌気代謝系はサルモネラ
が腸管内で効率的に増殖する上で重要な役割を果
たしている。以上の成績からSAは代謝経路に問題
を生じており、その一部は偽遺伝子の蓄積により
説明できると考えられた。アミノ酸要求性である
ことと複数の栄養素を資化できないことは、SAが
腸管内で増殖せず便を介した伝播が成立しない原
因となり、ひいては宿主域を狭くする要因の1つ
と推察された。
　演者らの研究は、農研機構・動物衛生研究部門と
JRA競走馬総合研究所が共同で実施したSAの全ゲ
ノム塩基配列決定に関する研究をさらに発展させ
たものである。今回、明らかになったSAの代謝に
おける特徴は、本菌の病原性を明らかにする上で
非常に重要な知見と考えられる。

○日本における大腸菌のプラスミド性コリスチン
耐性遺伝子（mcr-1）保有状況とヒト医療に与える
影響

田村　豊ら（酪農学園大学）
　コリスチンは、1950年に発見された古い世代の
抗菌薬であるが、ユニークな作用機序を持ち、多剤
耐性化により問題となっている緑膿菌や
Acinetobacter baumanniiに対しても効果を示すこ
とから、ヒト医療において多剤耐性グラム陰性菌
感染症に対する最終選択薬として見直されている
現状にある。一方、コリスチンは獣医療において飼
料添加物や抗菌剤として長年使用されていること
から、ヒト医療への影響が懸念されている。コリス
チンへの耐性は、mcr-1と呼ばれるホスホエタ
ノールアミン転移酵素が主要な役割を果たすこと
が知られている。このmrc-1は、これまでは染色体
上にのみ確認されていたが、プラスミド性の
mcr-1が2015年11月に初めて中国で、その後、日
本を含む世界各国で存在が確認され、耐性遺伝子
の急激な拡散が懸念されている。そこで、演者らは
日本における大腸菌のmcr-1保有状況を調査する
とともに、検出されたmcr-1の多剤耐性グラム陰
性菌への接合伝達試験を行った結果を報告してい

る。
　2008-2015年に国内で分離された大腸菌1384
株（離乳後下痢症豚：600株、成豚；42株、和牛：38
株、乳牛：65株、ハエ：125株、ヒト：514株）を用い、
mcr-1遺伝子の検出とコリスチンの薬剤感受性試
験を行った。その結果、2012-2013年に分離され
た174株（離乳後下痢症豚：171株、成豚：1株、和
牛：1株、ハエ1株）からmcr-1が検出され、いずれも
4μg/ml以上の最小発育阻止濃度（MIC）を示した
が、ヒト由来株からは検出されなかった。さらに、
検出されたmcr-1保有大腸菌株を用い、実験室保
存大腸菌とヒト由来緑膿菌およびA. baumanniiへ
の接合伝達試験を行った。その結果、実験室保存大
腸菌へ10-3～5の頻度でmcr-1が伝達し、コリスチン
のMICは8～16倍上昇した。一方、多剤耐性株を含
む緑膿菌やA. baumanniiへのmcr-1の伝達は確認
されなかった。以上の結果、国内の家畜由来大腸菌
からmcr-1が検出され、このmcr-1は、コリスチン
に対する感受性を低下させる働きを持つが、ヒト
での使用対象となる多剤耐性緑膿菌やA .  
baumanniiへの伝達は確認されなかったことか
ら、ヒト医療への影響は少ないと考えられた。
　コリスチンは、馬においても競走後の感染性角
膜炎予防のため、眼軟膏として広く用いられてい
る。馬におけるコリスチン耐性菌は、実態が把握さ
れていないことから、早急に調査を行う必要があ
ると考えられる。

（丹羽秀和）

○Multi-locus variable number tandem repeats 
analysisによるLawsonia intracellularis国内株の
遺伝子型別

木下優太ら (競走馬総合研究所) 
　Lawsonia intracellularis (Li) は、豚増殖性腸症お
よびウマのローソニア感染症の原因菌である。海
外ではMulti-locus variable number tandem 
repeats analysis  (MLVA) によるLiの型別成績が
報告されているが、国内株では不明であるため国
内のウマおよびブタ由来Liに対するMLVAを検討
した。また、遺伝子座を追加して識別能の向上を試
みた。Li陽性のウマ糞便28検体およびブタ腸粘膜
7検体を用いた。ブタ由来株 (PHE/MN1-00) につ

いては、公的データベースからvariable number 
tandem repeat (VNTR)を推定した。既報の4遺伝子
座および新たな2遺伝子座を加えた6遺伝子座に
対し、MLVAを行い近隣接合法により系統樹解析
した。また、識別能の指標となるHunter gaston 
d iscr iminatory  index  (HGDI )  を算出した。
PHE/MN1-00を含む36検体のLiは、4遺伝子座お
よび6遺伝子座のVNTRにおいてそれぞれ28およ
び30の型に識別され、各HGDIは0.986および
0.989であった。系統樹解析においては、ウマ由来
Liとブタ由来Liではクラスター形成が異なるこ
と、さらにウマ分離株については地域依存的なク
ラスターが形成される傾向を認めた。また、4遺伝
子座に比較し、6遺伝子座でのMLVAにおいてより
明確に上記の動物種および分離地域を反映したク
ラスターが形成された。
　国内のブタ由来株は、他の遺伝子型別法により
これまではほぼ均一な遺伝子型を保有していると
考えられてきたが、本研究によりブタ由来株にお
いても遺伝的多様性に富むことが明らかとなり、
さらに、国内のウマ由来株とブタ由来株は異なる
MLVA型を保有していることが示唆された。また、
4遺伝子座と比較し、6遺伝子座でのMLVAはHGDI
が高く、クラスター間の相違が明瞭になるため、よ
り詳細な識別が可能であると考えられた。
　本研究にて、MLVAは国内のウマおよびブタに
おけるLiの識別能に優れ、遺伝型の比較も容易で
あるためLiの遺伝子型別法として有用であること
が示された。

○動物におけるActinomyces denticolens宿主域と
その病原性

関川由里子ら(東京農業大学)
　1971年、東は豚からActinomyces sp.を分離し、
本菌が乳房放線菌症をおこす “A. suis” と同一菌種
であると考えた。一方、1984年、Dentらは牛歯垢か
らA. denticolensを分離したが、東は本菌について
も同一種と考えた。そこで演者らは、東分離株 
(Actinomyces sp. Chiba 101) とA. denticolensにつ
いて16S rRNA遺伝子を比較した。加えて、両株の
全ゲノムを次世代シーケンサーで読み取り、ゲノ
ムDNAの塩基配列を構築し、そのゲノム配列を

ANI、および7種のハウスキーピング (HK) 遺伝子
について比較した。また、演者らは豚および馬扁桃
からActinomyces sp.を分離し、16S rRNA遺伝子解
析を用いてA. denticolensと比較し、同一種の可能
性を検討した。
　Chiba 101株とA. denticolensの16S rRNAは
100％、ANIでは99.894%および全てのHK遺伝子
は100％一致した。豚および馬分離株とA .  
denticolensとの16S rRNA解析においては、A. 
denticolensとの相同性において豚株が99.9%、馬株
が99.7 - 99.9%が一致した。
　野外の豚放線菌乳房炎における免疫染色証明と
豚扁桃由来株による実験的豚放線菌乳房炎の作出
で、”A. suis” と思われる菌の病原性は証明された
が、”A. suis” の登録株は存在しない。今回のゲノム
解析結果からChiba 101株とA. denticolensは同一
種となり、豚と馬分離株もこの種の範疇に入る。し
たがって、今までA. denticolensの保菌動物は牛の
みで、その宿主域と病原性は不明であったが、豚と
馬が加わり、A. bovisに次ぐ病原性放線菌として認
識する必要があると演者らは報告した。
　ウマにおける放線菌症は、いくつかの報告があ
るのみで主要な疾病とは認識されていないが、至
適温度が通常の培養温度とは異なる細菌や発育速
度が遅い細菌が含まれることがあるため、一般的
な細菌分離検査では分離されずにその存在が過小
評価されている可能性がある。従って、好発部位で
ある咽頭部周辺の膿瘍を呈す症例においては本菌
を念頭に置いた分離法を実施する必要がある。

（木下優太）

○ネッタイシマカ由来培養細胞の樹立とフラビウ
イルス感受性の比較

鍬田流星ら（山口大学）
　日本脳炎、デング熱、ジカ熱などの蚊媒介性ウイ
ルス感染症が世界各地で流行している。これらウ
イルスを媒介する蚊の種類はウイルスによって異
なること、蚊の種類によってこれらウイルスの増
殖能が異なることが知られている。しかし、これら
のウイルスの in vitro 試験にはヒトスジシマカ由
来培養細胞 C6/36 細胞が一般的に使われている。
その理由として、その他の蚊由来培養細胞はコン

タミネーションなどの理由で入手および利用が困
難であることが挙げられる。そこで、演者らはネッ
タイシマカ由来培養細胞 (AeAe-1265) の樹立を
試みた。さらに、コガタアカイエカ由来培養細胞 
(NIID-CTR) ならびに C6/36 細胞とともにフラビ
ウイルス（日本脳炎ウイルス、デングウイルス血清
型1-4）のこれら培養細胞における増殖率を検索し
た。検索手法として、リアルタイムRT-PCR、Vero細
胞を用いたTCID50測定ならびに間接蛍光抗体法
を用いた。演者らが樹立したネッタイシマカ由来
培養細胞は 10% FCS 添加 Schneider 培地を用い、
27℃、0% CO2 下で培養可能であった。日本脳炎ウ
イルスの増殖率は全ての培養細胞で高かった。デ
ングウイルスは血清型によって増殖能に差が認め
られた。1および3型はAeAe-1256 に比べ C6/36 
細胞で高い増殖能を示した。2 型は AeAe-1265 細
胞および C6/36 細胞で差は認められず、両細胞株
で高い増殖率を示した。3型は CTR 細胞ではほと
んど増殖しなかった。4型は C6/36 細胞でもほと
んど増殖しなかった。以上の成績から、C6/36細胞
は多くのフラビウイルスの増殖に適していること
が示された。また、培養細胞株間でフラビウイルス
の増殖能が異なっていた。
　蚊媒介性ウイルスの研究においては、ベクター
となる蚊種に由来する培養細胞が入手しにくいこ
とが大きな問題である。また、本研究で樹立された
ネッタイシマカ由来培養細胞は蚊とウイルスの相
互作用を解析する上で、有用なツールとなること
が考えられる。

○プラジカンテル製剤投与後の糞便内排出虫卵数
の増加による馬の葉状条虫の診断的駆虫

中嶌　優ら（酪農学園大学）
　国内の軽種馬には葉状条虫の寄生がしばしば認
められる。本症の診断には糞便検査による虫卵検
出が用いられているが、本検査法は真の寄生率よ
りも低いと考えられている。これまでに、パモ酸ピ
ランテルまたはビチオノール製剤投与後に糞便内
虫卵数が増加することが報告されている。現在、葉
状条虫の駆虫にはプラジカンテル製剤が使用され
ていることから、本製剤投与後における虫卵の動
態を検索した。試験には、プラジカンテルおよびイ

ベルメクチンの合剤（エクイマックス）を用い、一
回の投与量は 10.7 mg/体重kgとした。使用した馬
は北海道内のAあるいはB牧場の２牧場で繋養さ
れていた18頭のサラブレッド種を使用した。A牧
場では投与前日および投与後1～5日後、B牧場で
は投与前日および投与1～3日後、7日後および14
日後に糞便検査を行った。糞便検査はショ糖遠心
浮遊法にて行った。その結果、A牧場では、投与前
検査においいて全頭が陰性であったが、投与1日
後に4頭が陽性 (陽性率 44.4%) となった。B牧場で
は、投与前検査において7頭が陽性 (77.8％) で
あったが、投与2日後にこれら７頭を含む９頭が
陽性を呈した。また、７頭においては投与1日後に
糞便内虫卵数は有意に増加した (P=0.0018)。プラ
ジカンテル製剤投与後に糞便検査陽性率の上昇が
認められたことから、寄生率判定のためにプラジ
カンテル製剤の診断的投与が有効と考えられる。
　一般的に、駆虫薬を処方する際には事前検査に
よって寄生虫の感染を確認することが重要であ
り、不用意な駆虫薬の投与は薬剤耐性誘導のリス
クを伴うことが知られている。今後、診断を目的と
した駆虫薬の投与の是非を検討する必要があると
考えられる。

（越智章仁）

○豚のコロナウイルス感染症（豚流行性下痢）
芝原友幸（農研機構  動物衛生研究部門）

　豚に感染し疾病を引き起こすコロナウイルスと
して、豚流行性下痢（PED）ウイルス、伝染性胃腸炎
ウイルス、豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス、および
豚デルタコロナウイルスの４種が知られている。
そのうちPEDは2013年からこれまでに1000戸以
上の農場で発生し、約50万頭以上の豚が死に至る
甚大な被害をもたらしている。PEDウイルスは糞
便などを介した経口感染によって伝播し、臨床症
状は哺乳豚では食欲不振や嘔吐後、下痢が観察さ
れ脱水となる。10日齢以下の豚では致死率が
100%に達することもある。母豚では嘔吐と下痢に
加えて泌乳停止や低下が起こるため、哺乳豚の症
状悪化の一因となる。日齢が進むにしたがって発
症率と致死率は低下し、不顕性感染を示す豚も多
い。実験感染においても、月齢の進んだ肥育豚は下

痢を示すものの死亡はしない。しかし、ウイルスを
糞便中に大量かつ1ヶ月程度と長期間排出するこ
とから、肥育豚は感染を拡大させるキャリアとし
て重要な役割を果たしているといえる。
　PEDウイルスは全ゲノム配列に基づく系統樹解
析により3つの系統に分類され、近年、北米、東ア
ジアおよび欧州で検出されているのは北米型であ
る。日本においては北米型および、スパイク遺伝子
の5 '末端領域に挿入と欠失があるIND E L s

（insertions and deletions）型の2つの型が存在し
ている。この2つの型に加え、スパイク遺伝子領域
に大きな欠失（582塩基対）を有するLarge-DEL型
が発見された。これら3つの型のPEDウイルスを用
いて、初乳未摂取子豚へ感染実験を実施したとこ
ろ、北米型を接種された豚は全て死亡した。一方、
INDELsおよびLarge-DEL型を接種された豚は観察
期間中全て生存した。消化管におけるウイルス抗
原の分布および組織障害性も3つの型で異なる傾
向が観察された。以上のことから、PEDのスパイク
遺伝子は病原性や組織親和性に関与していること
が示唆された。
　コロナウイルスの全ゲノムは約30kb とRNA ウ
イルスの中では非常に長いため、全ゲノム解析は
容易ではなかった。しかし次世代シークエンサー
の普及により、以前と比較して全ゲノム配列の解
読が容易になった。演者らも次世代シークエン
サーを用いてPEDウイルスの全ゲノム解析を実施
している。そしてスパイク遺伝子の挿入および欠
失を発見し、病原性との関連を明らかにした。全ゲ
ノム解析によって有益な情報を得ることができた
好例であり、我々も積極的にウイルスの全ゲノム
解析を実施する必要があると感じた演題であっ
た。

○感染症を媒介する衛生動物の分布に関する知見
駒形　修（国立感染症研究所）

　本演題の内容は、ウイルス媒介節足動物の地球
温暖化による分布への影響についてであった。特
に都市環境を好んで生息するヒトスジシマカの紹
介であり、この蚊は2014年に約70年ぶりに発生
したデング熱を媒介することで有名である。70年
前当時のヒトスジシマカの分布の北限は北関東付

近であったが、現在では東北地方まで広がってい
る。年平均気温が11℃以上でヒトスジシマカは越
冬可能であるといわれ、この分布の拡大は気温の
上昇が一因であると考えられる。予測によると、
21世紀末には20世紀末と比べて日本各地域にお
いて、年平均気温が約3℃上昇するとされている。
注意すべきことは、この3℃という値は日本全国
で均一に上昇することはなく、地域的・時期的な偏
りを含んだ平均値であるということである。特に
寒い地域および時期の温度が上昇する可能性が高
く、これは北日本において衛生動物の越冬、さらに
は定着に大きく影響する可能性が高い。一方で、数
年暑い年が続けば定着エリアは広がり、逆に寒い
年が続けば定着したエリアからヒトスジシマカが
消える可能性がある。このように短期的な温度の
変化によって分布が変化することがあり、衛生動
物の分布は常に変化することから、継続的なモニ
タリングが必要である。
　ヒトスジシマカは比較的研究が進んでいるもの
の、獣医領域で重要となるコガタアカイエカなど
についてはどのように越冬しているのか、どの程
度まで低温に耐えられるかなど不明な点が多い。
しかしながら、温暖化に伴いヒトスジシマカ以外
の蚊の分布域も拡大していることは容易に想像さ
れる。2014年に30年以上ぶりにゲタウイルスが
発生したこともあり、コガタアカイエカやキンイ
ロヤブカなどの馬感染症領域で重要な媒介蚊の調
査が必要であると感じた演題であった。また本演
題の本筋からは外れるが、コガタアカイエカの飛
翔能力は10km程度あるということが印象に残っ
た。トレセン内の蚊を駆除することは可能である
が、トレセン外10km圏内の蚊までは駆除できな
い。トレセン内に侵入してくる蚊を排除すること
は非常に困難であると感じた。

（根本　学）

○ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI遺伝子
導入マウスのウマヘルペスウイルス1型に対する
感受性の検討

港江利奈ら（北海道大学）
　ウマ主要組織適合遺伝子複合体クラスI（ウマ
MHC-I）は、ウマヘルペスウイルス1型（EHV-1）の

膜糖蛋白gDと結合し、ウイルスレセプターとして
機能する。一方、マウスMHC-IはEHV-1のレセプ
ターとして機能しないが、これはα2ドメインの
構造の違いによるものと考えられている。演者ら
のグループは、外来性にウマMHC-Iをマウスに発
現させることで、EHV-1のマウスにおける病態に
変化が生じるかどうか検討した。CAGプロモー
ターの下流にウマMHC-Iを配置したコンストラク
トを導入したマウス（Tgマウス）では、肝臓、脾臓、
肺、脳でウマMHC-IのmRNAとタンパク質が認め
られ、Tgマウスで遍在性にウマMHC-Iが発現して
いることが示された。Tgマウスと同腹子の野生型
マウスにEHV-1 Ab4株を経鼻接種し、接種3日後に
解剖して病理学的解析を行ったところ、いずれも
細気管支に病変が存在し、上皮細胞の壊死、脱落が
認められたが、Tgマウスの病変はより重度であっ
た。また、病変におけるEHV-1感染細胞の数もTgマ
ウスの方が多く認められ、ウマMHC-Iの導入が
EHV-1のマウスにおける病態に影響していること
が推察された。EHV-1のマウス感染モデルは、ウイ
ルスの病原性や免疫原性の解析に用いられてきた
が、マウスとウマでは病態の異なることが問題で
あった。演者らが今回作製したTgマウスでは、ウ
マに近い病態を再現できる可能性があり、EHV-1
の基礎研究を進めていく上での、新たな実験感染
モデルとして有望と考えられた。今後は、より長期
間の経過観察、Ab4以外の株の接種などの更なる
検討が望まれる。

○ウマヘルペスウイルス1型長鎖非コードRNAの
機能解析

井爪聡子ら（岐阜大学）
　非コードRNAはタンパク質に翻訳されることな
く機能するRNAの総称である。本発表は、EHV-1で
認められた長鎖非コードRNA（lncRNA）がウイル
ス遺伝子の発現調節に関与している可能性を示す
ものであった。演者らのグループは過去の研究で、
EHV-1 Ab4p株のORF62と63の間の非翻訳領域に
外来遺伝子（GFP）を導入することで（Ab4p-GFP
株）、ウイルスのハムスターに対する神経病原性が
低下することを見出した。そこで解析を進めたと
ころ、2種類のlncRNA（lncRNA-X1: 1028 nt、

lncRNA-X2: 679 nt）が同非翻訳領域から転写され
ることが明らかとなった。次にマウス胎子神経細
胞を用いた解析を行ったところ、親株のAb4p株と
Ab4p-GFP株の間でウイルス遺伝子発現パターン
に相違が認められ、Ab4p-GFP感染細胞ではORF64
の発現が検出限界まで低下していた。したがって、
EHV-1のlncRNAはウイルス遺伝子の発現調節に
関与しており、Ab4p-GFP株ではlncRNAの転写が
阻害されることで、ウイルス遺伝子の発現が影響
を受け、ハムスターに対する神経病原性が低下し
ている可能性が推察された。一方で、馬胎子腎細胞
ではAb4p株とAb4p-GFP株の間でウイルス遺伝子
発現パターンに違いがなく、EHV-1のlncRNAは組
織ごとに異なる遺伝子発現調節を行っている可能
性も考えられた。現時点では、lncRNA-X1とX2の
どちらが遺伝子発現調節に関与しているのか不明
であることなど検討課題が多く残されているが、
EHV-1の病原性発現にかかわる新たな因子とし
て、lncRNAの機能の解明が進むことが期待され
る。

（辻村行司）

○コガタアカイエカの生態調査
杉山弘樹ら（山口大学）

　日本脳炎ウイルス（JEV）は主にコガタアカイエ
カにより媒介される。しかしコガタアカイエカの
季節による変動は必ずしも明らかにされていな
い。近年、JEVの飼育牛への感染例が報告されてい
る。演者らは山口県内3ヶ所、和歌山県1ヶ所およ
び山口県と島根県の島各1ヶ所の牛舎で蚊の捕集
を実施した。その結果、山口県の2ヶ所の牛舎では
捕集蚊の数は4月上旬と夏季に2峰性を示した。他
の1ヶ所では夏季が捕集蚊の数が最も多かった。
またコガタアカイエカは、主に日本に分布する日
本型とそれ以外（大陸型）に区分されるが、演者ら
は大陸型を特異的に検出するPCR を確立し、各地
で捕集したコガタアカイエカの型別を行った。そ
の結果、検出率にばらつきがあるが（1.7～16%）、
大陸型のコガタアカイエカが検出された。
　山口県の牛舎で春先に多数のコガタアカイエカ
が吸血していることが確認された。他の報告で春
季におけるイノシシのJEV感染が報告されている

ことから、春季における蚊の活動を今後さらに調
査するとともに、日本で越冬する蚊のみでなく外
来性の蚊の動態についても今後検討する必要があ

ると考えられた。
（近藤高志）
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第32回日本ストレス学会学術総会

　平成28年10月29日～30日の2日間にわたり、第
32回日本ストレス学会学術総会が、「ストレスと
レジリエンス（抗病力、疾病抵抗性）」をメインテー
マとして、杏林大学井の頭キャンパスにおいて開
催された。会長講演1題、教育講演5題、シンポジウ
ム7テーマ22題、教育セミナー5題、一般講演34
題、市民公開講座1テーマ2題の発表があった。以
下に、印象的な演題について紹介する。

○ストレスとシミとの関係解析
望月慶太ら（サティス製薬研究部）

　肌の状態は、女性にとってQuality of Life (QOL)
上、重要である。特に「色の白いは七難隠す」という
諺に象徴されるように、女性はシミのない白い肌
を手に入れることに重大な関心を払っている。一
方、女性の社会進出に伴い、人間関係、仕事、睡眠不
足、近年では長時間のPC作業などに起因した様々
なストレスを抱えている女性が多い。また、ストレ

スによる肌の不調を訴える女性も多く、ストレス
と肌状態の関係解析が望まれている。心理学的手
法によるストレス評価とシミとの関係については
既に幾つかの報告がある。しかし、慢性ストレス指
標の一つであるコルチゾル濃度とシミの関係を調
査した研究は、見当たらない。そこで、演者らはこ
の研究で女性の唾液中コルチゾル濃度を測定し、
ストレスとシミの関係を解析した。方法は、イン
フォームド・コンセントによる同意を得た10代～
70代女性、約300名を被験者として以下の実験を
行った。(1)顔画像解析装置による肌の解析、(2)評
価者3名による肌の視感評価、(3)ELISA法による唾
液中コルチゾル濃度の測定。そして、(1)、(2)、(3)よ
り得られたデータからストレスとシミについて統
計学的な解析を実施した。結果は、コルチゾル濃度
を中央値で2群に分け、濃度が高い群を高ストレ
ス群、低い群を低ストレス群とした。そして、画像
解析及び視感評価で得られたデータについて統計

　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

解析を実施した結果、高ストレス群では低ストレ
ス群と比較して、シミの量が有意に多く、視感評価
においても有意にシミが目立つことが示された。
結論として、ストレスとシミは密接に関係してい
ることが示唆された。精神的ストレスを受けるこ
とにより脳下垂体から生成されるα-メラノサイ
ト刺激ホルモン(α-MSH)は、シミの原因であるメ
ラニンの産生を促進する。故に高ストレス群では、
慢性ストレスによるコルチゾルの増加によってα
-MSHが生成され、シミ形成が促進されていたと推
測される。ストレスを軽減してシミの生成を抑制
すれば、女性のQOLをさらに高めることができる
と期待される。

○脳波計測を用いた就労者向けヨーガ療法ストレ
スマネジメント介入の効果検討

村上　真ら（筑波大学大学院）
　職場のストレスに対処することが喫緊の社会的
課題となるなか、実習者が増加しているヨーガ療
法を職場研修で採用する動きがみられる。しかし、
職域で実施される簡便なプログラムの効果検討、
特にヨーガ療法で用いられる体操法、呼吸法、瞑想
法ごとの効果検討は限定的と思われる。そこで、演
者らは就労者に対し自習可能（短時間・職場で実施
可能）なヨーガ療法による介入を実施し、ストレス
によっておこる心身の反応への効果を、質問紙調
査と、介入中の測定が可能な脳波計測の双方から
検討することを目的とした。方法は、(1)研究対象
者：機縁法により募集した就労者6１名（女性48
名：平均48.8歳・32～72歳、男性13名：平均49.9

歳・33～64歳）を対象とした。この研究は筑波大学
体育系研究倫理委員会の承認を得ており、研究概
要を説明し同意を得た者に実施した。(2)介入方
法：日本ヨーガ療法学会が作成した「アンチエイジ
ングヨーガ」プログラムを中心とする実習30分

（体操法、呼吸法、瞑想法（2種類、各3分ずつ）の3手
法を説明も含め各10分）を実施した。質問紙調査
は、職業性ストレス簡易調査票ストレスによる心
身の反応29項目と二次元気分尺度8項目（坂入ら、
2003）に介入前後で回答を得た。脳波測定は、対象
者に国際10-20法に従ったFp1、Fp2、F3、F4、P3、
P4、O1、O2、T3、T4の10皿電気を装着し、エヌエフ
回路設計ブロックおよび感性スペクトル解析シス
テムESA-16Pro（脳機能研究所）に接続して、介入
前、3手法後と、2種類の瞑想法中の6時点の安静閉
眼脳波を計測した。結果は、質問調査では、介入の
前後でストレス反応（イライラ感、疲労感、不安感、
抑うつ感、身体愁訴）の改善、二次元気分尺度の活
性度・安定度・快適度の増加、覚醒度の低下がみら
れた。脳波では、介入前-体操法後、介入前-呼吸法
後では変化はみられず、介入前-瞑想法実施中との
比較で、覚醒度を示す後頭部アルファ波帯域パ
ワー、集中度を示す前頭部ベータ波帯域主成分寄
与率の低下、感性マトリックス解析における鎮静
化がみられた。質問紙調査・脳波の双方でストレス
によっておこる心身の反応の改善がみられたこと
から、体操法、呼吸法、瞑想法を組み合わせたヨー
ガ療法介入はストレスマネジメント効果が得られ
ることが示唆された。

（石田信繁）

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　平成28年10月29日～30日の2日間にわたり、第
32回日本ストレス学会学術総会が、「ストレスと
レジリエンス（抗病力、疾病抵抗性）」をメインテー
マとして、杏林大学井の頭キャンパスにおいて開
催された。会長講演1題、教育講演5題、シンポジウ
ム7テーマ22題、教育セミナー5題、一般講演34
題、市民公開講座1テーマ2題の発表があった。以
下に、印象的な演題について紹介する。

○ストレスとシミとの関係解析
望月慶太ら（サティス製薬研究部）

　肌の状態は、女性にとってQuality of Life (QOL)
上、重要である。特に「色の白いは七難隠す」という
諺に象徴されるように、女性はシミのない白い肌
を手に入れることに重大な関心を払っている。一
方、女性の社会進出に伴い、人間関係、仕事、睡眠不
足、近年では長時間のPC作業などに起因した様々
なストレスを抱えている女性が多い。また、ストレ

スによる肌の不調を訴える女性も多く、ストレス
と肌状態の関係解析が望まれている。心理学的手
法によるストレス評価とシミとの関係については
既に幾つかの報告がある。しかし、慢性ストレス指
標の一つであるコルチゾル濃度とシミの関係を調
査した研究は、見当たらない。そこで、演者らはこ
の研究で女性の唾液中コルチゾル濃度を測定し、
ストレスとシミの関係を解析した。方法は、イン
フォームド・コンセントによる同意を得た10代～
70代女性、約300名を被験者として以下の実験を
行った。(1)顔画像解析装置による肌の解析、(2)評
価者3名による肌の視感評価、(3)ELISA法による唾
液中コルチゾル濃度の測定。そして、(1)、(2)、(3)よ
り得られたデータからストレスとシミについて統
計学的な解析を実施した。結果は、コルチゾル濃度
を中央値で2群に分け、濃度が高い群を高ストレ
ス群、低い群を低ストレス群とした。そして、画像
解析及び視感評価で得られたデータについて統計

第8回多血小板血漿（PRP）療法研究会

　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究の成績について、主に歯科口腔外科、
整形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に
情報交換できる場として2009年より開催されて
いる。回を重ねるに従い内容は洗練されてきてお
り、今回も興味深い内容が多く報告された。一方、
一昨年の再生医療等安全性確保法の施行により、

PRP治療や研究を行うには該当委員会や厚労省に
大量の書類を提出しなければならなくなった。こ
のため、新たにPRPを利用した研究を行う場合の
障壁となってしまっている（平成28年11月までに
PRPに関する厚労省への届け出が1328件、このう
ち研究関連は4件のみで、他はすべて商用である
自由診療）。動物医療でも再生医療に関する法整備

　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

が進められている昨今であるが厳格にしすぎる
と、その分野の研究調査が廃れてしまい、エビデン
スも得難くなることが懸念される。また、このよう
な現実を踏まえると、今後PRPに関する基礎研究
が発展するのは獣医学分野なのかもしれない。
　さて本研究会では、毎年PRPに関する基礎研究
や臨床の専門家を招聘して、興味深い教育講演を
開催している。本年は関西医科大学副学長であり、
血小板の研究に長年取り組んでおられる野村昌作
主任教授による講演が行われた。血小板は活性化
しないと周囲に影響を及ぼさないが、活性化には
程度があり、PRPを扱う時に行うような血小板の
破壊を伴った活性化は「超活性化」と呼んでいるそ
うである。我々の血管内でも、主にshear force（ず
り力）によって、血小板の形態が維持された活性化
反応が起こっている（活性化血小板）。この時、血小
板由来の活性物質がエクソサイトーシスにより放
出されるが、なかでも関節リウマチや播種性血管
内凝固症候群（DIC）と関連性が強いと考えられて
いるヒト血小板第3因子：Platelet derived micro 
particle （PDMP）は血液学のみならず多くの研究
分野で注目されている。血小板凝集ではトロンビ
ンによるフィブリノーゲン活性化について触れら
れることは多いが、この反応は凝固系反応の一部
である。多くの活性因子が凝固系に関わっている
中で、PDMPは最も研究が進んでいる活性因子か
もしれない。
　ウマでは、実はPRPゲル化反応において、塩化カ
ルシウム単体添加では時間を要し、精製した自己
トロンビン単体でもしっかりしたゲルが作製でき
ないことが報告されてきた。我々も同様に試行し、
たどり着いたのは、塩化カルシウム＋自己血清を
添加する方法であった。自己血清はいわゆる血液
のclotを作製した後の上清であり、トロンビンの
みならず多くの活性化因子がカクテルとして含ま
れていることが予想される。ウマでは測定できる
タンパク質が限定されるため、これらを定量する
ことは容易ではないが、このような仮説について
演者に伺ったところ、十分精度の高い仮説である
とのことであった（もちろん、「ウマのことはわか
らないが」との前置きがあったが･･･）。このような
事実を証明したウマPRPの報告は皆無で、今後の

課題になると考えられた。その他、興味深い演題を
2題報告する。

○血小板加工物の比較検討
村川史高ら（細胞応用技術研究所）

　歯科領域において、特に乳幼児の上顎裂（先天的
に上顎の歯肉が裂けていて、ひどいものは硬口蓋
まで裂けている）の整復において、ゲル化したPRP
や採血した全血をいきなりガラス管で遠心して得
られる多血小板フィブリン（PRF）を利用する技術
が応用されているが、どの状態で血小板を使用す
れば効率が良いのかは定かではない。そこで演者
らは、様々な状態の血小板加工物中のEGF濃度の
定量を行って比較検討した。比較したのは、① 2回
遠心法により作製したPRP、② 自己トロンビンと
カルシウムによりゲル化されたPRPをホモゲナイ
ズ後遠心して得られた上清、③  採血直後
1200g×15分遠心を行って得られたPRF、④ 得ら
れたPRFから血清成分を除去し伸展して得られた
シート化PRFであった。他、血清中濃度や乏血小板
血漿（PPP）濃度も測定を行った。この結果、EGF含
有量は、PRP＞ゲル化PRP＞PRF＞シート化PRF＞
血清の順であった（PPPは検出限度以下）。
　同様の実験結果を、我々も2016年の調査研究発
表会で報告したが、我々の実験プロトコルに照ら
し合わせて今回の結果を表すと、無処置（または
Fr）＞As＞Ad＞血清といったところか（第58回調
査研究発表会抄録およびプロシーディング参照）。
おおむね我々のPDGF-BBにおける結果と相違ない
ことを考えれば、EGFにおいてもPDGF同様の挙動
をしていることが考えられ、血小板に含まれるサ
イトカインは活性化によって同様の挙動をするこ
とが考えられた。

○難治性膝蓋腱炎に対する多血小板血漿（PRP）療
法の効果とその効果に影響を及ぼす因子の検討

西尾啓史ら（順天堂大学）
　膝蓋腱炎とは、ヒトの膝蓋骨を覆うように存在
する腱の炎症で、病態はウマの浅屈腱炎に似てい
る。演者らは膝蓋腱炎を発症したヒト（男性）17名
に、LP-PRP（乏白血球性多血小板血漿）による治療
を行った。詳細は、PRP 2 mlを10カ所ほどに分け

て、エコーガイド下に無または低エコー域に投与
した。投与は1膝に1～3回に分けて実施され、平均
は1.8回／膝であった。平均で8.5ヶ月のフォロー
アップを行い、Roels分類（膝蓋腱炎の重傷度スコ
ア）で改善が見られたものとなかったもので群分
けした。改善に関連する要因を検討するため、年
齢、身長、体重、BMI、エコー検査での低エコー輝
度、フォローアップ期間、1膝あたりのPRP投与回
数、PRP中の血小板濃縮率、PRP中の白血球混入率
の各要因について、多変量ロジスティックモデル
を構築し検討した。その結果、PRPに関連する要因
に差がなく、その他についても低エコー輝度のみ
が関連していた。つまり、無エコー域が見られる炎
症部位にPRP治療を行っても治癒につながらない
という結果が得られた。
　演者らは当然PRPは活性化させてから投与を

行ったとのことであったが、具体的な方法は不明
であった。投与したPRP中のサイトカイン量の定
量は行っていなかったようで、有効なPRPが投与
されていたかはわからない。また、フォローアップ
中の患者の過ごし方やリハビリのやり方も影響す
ると考えられ、結果の解釈は難しい。ウマの浅屈腱
炎へのPRP治療についても効果について議論が多
く、特にリハビリ方法が大きなリミテーションと
なると言われている。演者らは膝蓋腱炎の病態に
ついても知識が浅く、フロアからの質問に窮する
こともあった（膝蓋腱炎の超音波診断基準や、血管
再生に関する病態の変化など）。今後も腱炎に関す
るPRP治療を継続していくと考えられ、その結果
が待たれる。

（福田健太郎）

解析を実施した結果、高ストレス群では低ストレ
ス群と比較して、シミの量が有意に多く、視感評価
においても有意にシミが目立つことが示された。
結論として、ストレスとシミは密接に関係してい
ることが示唆された。精神的ストレスを受けるこ
とにより脳下垂体から生成されるα-メラノサイ
ト刺激ホルモン(α-MSH)は、シミの原因であるメ
ラニンの産生を促進する。故に高ストレス群では、
慢性ストレスによるコルチゾルの増加によってα
-MSHが生成され、シミ形成が促進されていたと推
測される。ストレスを軽減してシミの生成を抑制
すれば、女性のQOLをさらに高めることができる
と期待される。

○脳波計測を用いた就労者向けヨーガ療法ストレ
スマネジメント介入の効果検討

村上　真ら（筑波大学大学院）
　職場のストレスに対処することが喫緊の社会的
課題となるなか、実習者が増加しているヨーガ療
法を職場研修で採用する動きがみられる。しかし、
職域で実施される簡便なプログラムの効果検討、
特にヨーガ療法で用いられる体操法、呼吸法、瞑想
法ごとの効果検討は限定的と思われる。そこで、演
者らは就労者に対し自習可能（短時間・職場で実施
可能）なヨーガ療法による介入を実施し、ストレス
によっておこる心身の反応への効果を、質問紙調
査と、介入中の測定が可能な脳波計測の双方から
検討することを目的とした。方法は、(1)研究対象
者：機縁法により募集した就労者6１名（女性48
名：平均48.8歳・32～72歳、男性13名：平均49.9

歳・33～64歳）を対象とした。この研究は筑波大学
体育系研究倫理委員会の承認を得ており、研究概
要を説明し同意を得た者に実施した。(2)介入方
法：日本ヨーガ療法学会が作成した「アンチエイジ
ングヨーガ」プログラムを中心とする実習30分

（体操法、呼吸法、瞑想法（2種類、各3分ずつ）の3手
法を説明も含め各10分）を実施した。質問紙調査
は、職業性ストレス簡易調査票ストレスによる心
身の反応29項目と二次元気分尺度8項目（坂入ら、
2003）に介入前後で回答を得た。脳波測定は、対象
者に国際10-20法に従ったFp1、Fp2、F3、F4、P3、
P4、O1、O2、T3、T4の10皿電気を装着し、エヌエフ
回路設計ブロックおよび感性スペクトル解析シス
テムESA-16Pro（脳機能研究所）に接続して、介入
前、3手法後と、2種類の瞑想法中の6時点の安静閉
眼脳波を計測した。結果は、質問調査では、介入の
前後でストレス反応（イライラ感、疲労感、不安感、
抑うつ感、身体愁訴）の改善、二次元気分尺度の活
性度・安定度・快適度の増加、覚醒度の低下がみら
れた。脳波では、介入前-体操法後、介入前-呼吸法
後では変化はみられず、介入前-瞑想法実施中との
比較で、覚醒度を示す後頭部アルファ波帯域パ
ワー、集中度を示す前頭部ベータ波帯域主成分寄
与率の低下、感性マトリックス解析における鎮静
化がみられた。質問紙調査・脳波の双方でストレス
によっておこる心身の反応の改善がみられたこと
から、体操法、呼吸法、瞑想法を組み合わせたヨー
ガ療法介入はストレスマネジメント効果が得られ
ることが示唆された。

（石田信繁）

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究の成績について、主に歯科口腔外科、
整形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に
情報交換できる場として2009年より開催されて
いる。回を重ねるに従い内容は洗練されてきてお
り、今回も興味深い内容が多く報告された。一方、
一昨年の再生医療等安全性確保法の施行により、

PRP治療や研究を行うには該当委員会や厚労省に
大量の書類を提出しなければならなくなった。こ
のため、新たにPRPを利用した研究を行う場合の
障壁となってしまっている（平成28年11月までに
PRPに関する厚労省への届け出が1328件、このう
ち研究関連は4件のみで、他はすべて商用である
自由診療）。動物医療でも再生医療に関する法整備

　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

が進められている昨今であるが厳格にしすぎる
と、その分野の研究調査が廃れてしまい、エビデン
スも得難くなることが懸念される。また、このよう
な現実を踏まえると、今後PRPに関する基礎研究
が発展するのは獣医学分野なのかもしれない。
　さて本研究会では、毎年PRPに関する基礎研究
や臨床の専門家を招聘して、興味深い教育講演を
開催している。本年は関西医科大学副学長であり、
血小板の研究に長年取り組んでおられる野村昌作
主任教授による講演が行われた。血小板は活性化
しないと周囲に影響を及ぼさないが、活性化には
程度があり、PRPを扱う時に行うような血小板の
破壊を伴った活性化は「超活性化」と呼んでいるそ
うである。我々の血管内でも、主にshear force（ず
り力）によって、血小板の形態が維持された活性化
反応が起こっている（活性化血小板）。この時、血小
板由来の活性物質がエクソサイトーシスにより放
出されるが、なかでも関節リウマチや播種性血管
内凝固症候群（DIC）と関連性が強いと考えられて
いるヒト血小板第3因子：Platelet derived micro 
particle （PDMP）は血液学のみならず多くの研究
分野で注目されている。血小板凝集ではトロンビ
ンによるフィブリノーゲン活性化について触れら
れることは多いが、この反応は凝固系反応の一部
である。多くの活性因子が凝固系に関わっている
中で、PDMPは最も研究が進んでいる活性因子か
もしれない。
　ウマでは、実はPRPゲル化反応において、塩化カ
ルシウム単体添加では時間を要し、精製した自己
トロンビン単体でもしっかりしたゲルが作製でき
ないことが報告されてきた。我々も同様に試行し、
たどり着いたのは、塩化カルシウム＋自己血清を
添加する方法であった。自己血清はいわゆる血液
のclotを作製した後の上清であり、トロンビンの
みならず多くの活性化因子がカクテルとして含ま
れていることが予想される。ウマでは測定できる
タンパク質が限定されるため、これらを定量する
ことは容易ではないが、このような仮説について
演者に伺ったところ、十分精度の高い仮説である
とのことであった（もちろん、「ウマのことはわか
らないが」との前置きがあったが･･･）。このような
事実を証明したウマPRPの報告は皆無で、今後の

課題になると考えられた。その他、興味深い演題を
2題報告する。

○血小板加工物の比較検討
村川史高ら（細胞応用技術研究所）

　歯科領域において、特に乳幼児の上顎裂（先天的
に上顎の歯肉が裂けていて、ひどいものは硬口蓋
まで裂けている）の整復において、ゲル化したPRP
や採血した全血をいきなりガラス管で遠心して得
られる多血小板フィブリン（PRF）を利用する技術
が応用されているが、どの状態で血小板を使用す
れば効率が良いのかは定かではない。そこで演者
らは、様々な状態の血小板加工物中のEGF濃度の
定量を行って比較検討した。比較したのは、① 2回
遠心法により作製したPRP、② 自己トロンビンと
カルシウムによりゲル化されたPRPをホモゲナイ
ズ後遠心して得られた上清、③  採血直後
1200g×15分遠心を行って得られたPRF、④ 得ら
れたPRFから血清成分を除去し伸展して得られた
シート化PRFであった。他、血清中濃度や乏血小板
血漿（PPP）濃度も測定を行った。この結果、EGF含
有量は、PRP＞ゲル化PRP＞PRF＞シート化PRF＞
血清の順であった（PPPは検出限度以下）。
　同様の実験結果を、我々も2016年の調査研究発
表会で報告したが、我々の実験プロトコルに照ら
し合わせて今回の結果を表すと、無処置（または
Fr）＞As＞Ad＞血清といったところか（第58回調
査研究発表会抄録およびプロシーディング参照）。
おおむね我々のPDGF-BBにおける結果と相違ない
ことを考えれば、EGFにおいてもPDGF同様の挙動
をしていることが考えられ、血小板に含まれるサ
イトカインは活性化によって同様の挙動をするこ
とが考えられた。

○難治性膝蓋腱炎に対する多血小板血漿（PRP）療
法の効果とその効果に影響を及ぼす因子の検討

西尾啓史ら（順天堂大学）
　膝蓋腱炎とは、ヒトの膝蓋骨を覆うように存在
する腱の炎症で、病態はウマの浅屈腱炎に似てい
る。演者らは膝蓋腱炎を発症したヒト（男性）17名
に、LP-PRP（乏白血球性多血小板血漿）による治療
を行った。詳細は、PRP 2 mlを10カ所ほどに分け

て、エコーガイド下に無または低エコー域に投与
した。投与は1膝に1～3回に分けて実施され、平均
は1.8回／膝であった。平均で8.5ヶ月のフォロー
アップを行い、Roels分類（膝蓋腱炎の重傷度スコ
ア）で改善が見られたものとなかったもので群分
けした。改善に関連する要因を検討するため、年
齢、身長、体重、BMI、エコー検査での低エコー輝
度、フォローアップ期間、1膝あたりのPRP投与回
数、PRP中の血小板濃縮率、PRP中の白血球混入率
の各要因について、多変量ロジスティックモデル
を構築し検討した。その結果、PRPに関連する要因
に差がなく、その他についても低エコー輝度のみ
が関連していた。つまり、無エコー域が見られる炎
症部位にPRP治療を行っても治癒につながらない
という結果が得られた。
　演者らは当然PRPは活性化させてから投与を

行ったとのことであったが、具体的な方法は不明
であった。投与したPRP中のサイトカイン量の定
量は行っていなかったようで、有効なPRPが投与
されていたかはわからない。また、フォローアップ
中の患者の過ごし方やリハビリのやり方も影響す
ると考えられ、結果の解釈は難しい。ウマの浅屈腱
炎へのPRP治療についても効果について議論が多
く、特にリハビリ方法が大きなリミテーションと
なると言われている。演者らは膝蓋腱炎の病態に
ついても知識が浅く、フロアからの質問に窮する
こともあった（膝蓋腱炎の超音波診断基準や、血管
再生に関する病態の変化など）。今後も腱炎に関す
るPRP治療を継続していくと考えられ、その結果
が待たれる。

（福田健太郎）

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本研究会は、多血小板血漿（PRP）を用いた治療
法や基礎研究の成績について、主に歯科口腔外科、
整形外科、形成外科、美容外科の専門家が横断的に
情報交換できる場として2009年より開催されて
いる。回を重ねるに従い内容は洗練されてきてお
り、今回も興味深い内容が多く報告された。一方、
一昨年の再生医療等安全性確保法の施行により、

PRP治療や研究を行うには該当委員会や厚労省に
大量の書類を提出しなければならなくなった。こ
のため、新たにPRPを利用した研究を行う場合の
障壁となってしまっている（平成28年11月までに
PRPに関する厚労省への届け出が1328件、このう
ち研究関連は4件のみで、他はすべて商用である
自由診療）。動物医療でも再生医療に関する法整備

　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

12th Australian Association of Veterinary
Laboratory Diagnosticians

　本学会は家畜感染症の診断を行う実務者の集会
で、各州のVeter inary Laboratoryの技術者、
Australian Animal Health LaboratoryやElizabeth 
Macarthur Agriculture Instituteなどに所属する感
染症研究の専門家が多く参加している。今回の開
催地であるダーウィンは、オーストラリア北部の
ノーザンテリトリー州にある。同州では皮製品の
生産や観光資源の目的で、クロコダイルが多く飼
養されている。クロコダイルの農場が州内に7ヶ
所あり、年間の皮の生産量は5万頭分にも上るそ
うである。州の運営する診断施設Ber r imah  
Veterinary Laboratory (BVL）では、通常の家畜に
加えてクロコダイルの疾病についても病性鑑定を
行っている。そのため、今回の集会では、BVLの研
究者らによってクロコダイルの感染症についての
レビューセッションも行われ、皮膚の糸状菌症、
Providencia属やSalmonella属等の細菌による敗血
症、ヘルペスウイルスによる脳炎や皮膚病、クラミ
ジア感染症が問題となっていることなどが紹介さ
れた。筆者は、2014年以降日本の競走馬で発生し

たゲタウイルス感染症の流行とその疫学要因につ
いて演題を発表した。また、診断法の実装前評価の
方法について興味深い演題があったので以下に紹
介する。

○Epizootic Getah virus infection among 
racehorses in Japan
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の流
行）

坂内　天（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。1978年の美浦ト
レセンでの流行を受けてワクチンが開発され、ワ
クチン接種馬では30年以上流行が見られなかっ
た。しかし、2014年、美浦トレセンでゲタウイルス
が再び流行し、33頭で感染が確認された。本研究
では、美浦トレセンにおける2014年のゲタウイル
ス感染症の流行要因を明らかにするため、流行株
とワクチン株の比較、トレセンのワクチン接種体
制、周辺牧場での流行状況、の3点に着目して検証

を行った。
　2014年に分離されたウイルス株（14-I-605）と
ワクチン株（MI-110）について全ゲノム解析を
行った結果、相同性は98.5%以上で高率に保存さ
れていることが示された。また、2株間のアミノ酸
置換の多くはnsP3蛋白質のC末端領域に見られ
た。両株を接種した実験馬の血清を用いた交叉中
和試験では、14-I-605株とMI-110株に対する抗血
清は、両方のウイルスに対してほぼ同等の中和抗
体価を有していた。2歳馬のうち、ワクチンを1回
しか接種されていない馬の有病率は14.1%で、2回
以上接種された馬の1.3%と比べ、10倍以上高かっ
た。茨城県・千葉県内の周辺牧場から美浦トレセン
へ入厩した馬のゲタウイルス抗体陽性率は、2014
年6月～8月の入厩馬では4.0%以下だったが、9月
は13.0%、10月は42.9%であった。一方、対照の
2010年と2013年の入厩馬では、抗体陽性率は
2.0%以下であった。
　2014年流行株の抗原性は、ワクチン株から大き
く変化しておらず、ウイルスの変異が流行の直接
的な原因となった可能性は低いと考えられた。ト
レセン内にワクチンの基礎接種が未完了で発症リ
スクが高い馬がいたことは、流行の間接的な原因
と考えられた。また、2014年は例年とは異なり、美
浦トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県内
の周辺牧場でゲタウイルスが蔓延していたことが
明らかになった。その後、殺虫剤散布の強化など対
策を講じたが、美浦トレセンでは2015年と2016
年にも流行が見られ、罹患馬の頭数はそれぞれ30
頭と10頭であった。本年からは茨城県・千葉県内
の周辺牧場でのゲタウイルスワクチン接種に対す
る費用補助が始まっているが、ワクチン接種率に
変化があったかどうかは現在調査中である。
　発表後の質疑では、豚における症状や流行状況、
同じAlphavirus属のロスリバーウイルスとの抗原
性の類似などについて質問を受けた。ゲタウイル
スは過去にオーストラリア北部で蚊から分離さ
れ、様々な家畜や野生動物における血清疫学調査
もされていた経緯がある。そのため、今回参加した
獣医師の多くがその事実を知っていたようで、本
発表について親しみをもって聞いていただけたよ
うである。

○Hendra antibody ELISA, a new networked 
approach for diagnostic test validation when 
numbers of samples from infected animals are 
low
（ヘンドラウイルス感染症のELISA法の実装前評
価、野外感染の検体数が少ない場合の他機関との
連携による新たな試み）
Axe l  Co l l i ng  (Aus t ra l i an  An ima l  Hea l th  
Laboratory)
　感染症の診断法は、研究・開発された後、診断機
関などで実装する前に適切な方法で評価を行う必
要がある。実験条件の標準化や最適化、感度と特異
性の検証、再現性の検証など、科学的視点から考え
うる試験項目については、OIEのManua l  o f  
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals 2016の中でChapter 1.1.6に記載されて
おり、それぞれの項目の実施にあたって必要とな
る検体数についても定義されている。例えばある
検査法について、診断感度（diagnostic sensitivity、
DSe）および診断特異度（diagnostic specificity、
DSp）の推定値がともに90%、誤差範囲5%まで許容
するという条件でDSeとDSpの検討を行う場合、妥
当とされる検体数は138である。その他の項目の
試験においても必要な検体数は概ね100以上とさ
れている。そうした基準に従ってこれらの試験の
全てを実施するのが理想的だが、実際にどこまで
厳密に実施するかは、その診断法を導入する機関
の行政的判断によって決められているのが実情で
ある。また、実施したい試験があっても検体数の不
足によって、基準通りにできない場合もある。すな
わち、ヘンドラウイルスのように歴史の浅い新興
感染症の場合、症例数が少ないことから各種試験
に用いる野外の感染血清が十分な数を得られない
ことが問題となる。
　演者はヘンドラウイルスの血清学的診断法とし
てglycoprotein Gの組換え蛋白質を用いたELISA法
を開発し、同法の実装を目的として各種の評価を
行った。しかし、上述のようにヘンドラウイルス感
染症はまだ症例数が少ないため、野外の感染馬血
清で利用可能なものは19検体しかなく、通常必要
と考えられる100検体には遠く及ばなかった。同
じ検体を複数回試験することは科学的視点から否

定されるため、検体数をこれ以上増やすことは現
実的に無理であった。演者らが行った野外検体の
試験から算出されたDSeは84 .2%  ( 95%C I ,  
60.4-96.6)、DSpは97.1% (95%CI, 95.1-99.1)で
あったが、検体数の不足から特にDSeの振れ幅が
大きかった。演者らはこれらの値を暫定的なもの
として扱いつつ、同じ検査を同一施設で複数回実
施した際のinner-laboratory repeatabilityを検討し
た。また、連携機関において同様の試験を実施する
ことでinter-laboratory reproducibilityを検討し、
これらの試験で良好な成績を得た。これらは、検査
法の信頼性を高めるために行ったもので、
Australian Animal Health Laboratoryとしては、完
全ではないものの可能な限りのバリデーションを

実施し、実装に向けて許容可能な成績を得ること
ができたとしている。一方で、これらの方法は検体
数の不足による妥当性の欠如を完全に補うもので
はないことを補足し、問題提起という形で本演題
は終わった。
　ディスカッションでは、同じ検体の複数回使用
やコンピュータ上のシミュレーションによって代
替するのが現実的だろうという意見が多く聞かれ
た。検体数の不足はやむを得ない事情であるため、
ヘンドラウイルスのような特殊な例について、バ
リデーションの基準はある程度フレキシブルに考
える必要があると感じた。

（坂内　天）

が進められている昨今であるが厳格にしすぎる
と、その分野の研究調査が廃れてしまい、エビデン
スも得難くなることが懸念される。また、このよう
な現実を踏まえると、今後PRPに関する基礎研究
が発展するのは獣医学分野なのかもしれない。
　さて本研究会では、毎年PRPに関する基礎研究
や臨床の専門家を招聘して、興味深い教育講演を
開催している。本年は関西医科大学副学長であり、
血小板の研究に長年取り組んでおられる野村昌作
主任教授による講演が行われた。血小板は活性化
しないと周囲に影響を及ぼさないが、活性化には
程度があり、PRPを扱う時に行うような血小板の
破壊を伴った活性化は「超活性化」と呼んでいるそ
うである。我々の血管内でも、主にshear force（ず
り力）によって、血小板の形態が維持された活性化
反応が起こっている（活性化血小板）。この時、血小
板由来の活性物質がエクソサイトーシスにより放
出されるが、なかでも関節リウマチや播種性血管
内凝固症候群（DIC）と関連性が強いと考えられて
いるヒト血小板第3因子：Platelet derived micro 
particle （PDMP）は血液学のみならず多くの研究
分野で注目されている。血小板凝集ではトロンビ
ンによるフィブリノーゲン活性化について触れら
れることは多いが、この反応は凝固系反応の一部
である。多くの活性因子が凝固系に関わっている
中で、PDMPは最も研究が進んでいる活性因子か
もしれない。
　ウマでは、実はPRPゲル化反応において、塩化カ
ルシウム単体添加では時間を要し、精製した自己
トロンビン単体でもしっかりしたゲルが作製でき
ないことが報告されてきた。我々も同様に試行し、
たどり着いたのは、塩化カルシウム＋自己血清を
添加する方法であった。自己血清はいわゆる血液
のclotを作製した後の上清であり、トロンビンの
みならず多くの活性化因子がカクテルとして含ま
れていることが予想される。ウマでは測定できる
タンパク質が限定されるため、これらを定量する
ことは容易ではないが、このような仮説について
演者に伺ったところ、十分精度の高い仮説である
とのことであった（もちろん、「ウマのことはわか
らないが」との前置きがあったが･･･）。このような
事実を証明したウマPRPの報告は皆無で、今後の

課題になると考えられた。その他、興味深い演題を
2題報告する。

○血小板加工物の比較検討
村川史高ら（細胞応用技術研究所）

　歯科領域において、特に乳幼児の上顎裂（先天的
に上顎の歯肉が裂けていて、ひどいものは硬口蓋
まで裂けている）の整復において、ゲル化したPRP
や採血した全血をいきなりガラス管で遠心して得
られる多血小板フィブリン（PRF）を利用する技術
が応用されているが、どの状態で血小板を使用す
れば効率が良いのかは定かではない。そこで演者
らは、様々な状態の血小板加工物中のEGF濃度の
定量を行って比較検討した。比較したのは、① 2回
遠心法により作製したPRP、② 自己トロンビンと
カルシウムによりゲル化されたPRPをホモゲナイ
ズ後遠心して得られた上清、③  採血直後
1200g×15分遠心を行って得られたPRF、④ 得ら
れたPRFから血清成分を除去し伸展して得られた
シート化PRFであった。他、血清中濃度や乏血小板
血漿（PPP）濃度も測定を行った。この結果、EGF含
有量は、PRP＞ゲル化PRP＞PRF＞シート化PRF＞
血清の順であった（PPPは検出限度以下）。
　同様の実験結果を、我々も2016年の調査研究発
表会で報告したが、我々の実験プロトコルに照ら
し合わせて今回の結果を表すと、無処置（または
Fr）＞As＞Ad＞血清といったところか（第58回調
査研究発表会抄録およびプロシーディング参照）。
おおむね我々のPDGF-BBにおける結果と相違ない
ことを考えれば、EGFにおいてもPDGF同様の挙動
をしていることが考えられ、血小板に含まれるサ
イトカインは活性化によって同様の挙動をするこ
とが考えられた。

○難治性膝蓋腱炎に対する多血小板血漿（PRP）療
法の効果とその効果に影響を及ぼす因子の検討

西尾啓史ら（順天堂大学）
　膝蓋腱炎とは、ヒトの膝蓋骨を覆うように存在
する腱の炎症で、病態はウマの浅屈腱炎に似てい
る。演者らは膝蓋腱炎を発症したヒト（男性）17名
に、LP-PRP（乏白血球性多血小板血漿）による治療
を行った。詳細は、PRP 2 mlを10カ所ほどに分け

て、エコーガイド下に無または低エコー域に投与
した。投与は1膝に1～3回に分けて実施され、平均
は1.8回／膝であった。平均で8.5ヶ月のフォロー
アップを行い、Roels分類（膝蓋腱炎の重傷度スコ
ア）で改善が見られたものとなかったもので群分
けした。改善に関連する要因を検討するため、年
齢、身長、体重、BMI、エコー検査での低エコー輝
度、フォローアップ期間、1膝あたりのPRP投与回
数、PRP中の血小板濃縮率、PRP中の白血球混入率
の各要因について、多変量ロジスティックモデル
を構築し検討した。その結果、PRPに関連する要因
に差がなく、その他についても低エコー輝度のみ
が関連していた。つまり、無エコー域が見られる炎
症部位にPRP治療を行っても治癒につながらない
という結果が得られた。
　演者らは当然PRPは活性化させてから投与を

行ったとのことであったが、具体的な方法は不明
であった。投与したPRP中のサイトカイン量の定
量は行っていなかったようで、有効なPRPが投与
されていたかはわからない。また、フォローアップ
中の患者の過ごし方やリハビリのやり方も影響す
ると考えられ、結果の解釈は難しい。ウマの浅屈腱
炎へのPRP治療についても効果について議論が多
く、特にリハビリ方法が大きなリミテーションと
なると言われている。演者らは膝蓋腱炎の病態に
ついても知識が浅く、フロアからの質問に窮する
こともあった（膝蓋腱炎の超音波診断基準や、血管
再生に関する病態の変化など）。今後も腱炎に関す
るPRP治療を継続していくと考えられ、その結果
が待たれる。

（福田健太郎）

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

　本学会は家畜感染症の診断を行う実務者の集会
で、各州のVeter inary Laboratoryの技術者、
Australian Animal Health LaboratoryやElizabeth 
Macarthur Agriculture Instituteなどに所属する感
染症研究の専門家が多く参加している。今回の開
催地であるダーウィンは、オーストラリア北部の
ノーザンテリトリー州にある。同州では皮製品の
生産や観光資源の目的で、クロコダイルが多く飼
養されている。クロコダイルの農場が州内に7ヶ
所あり、年間の皮の生産量は5万頭分にも上るそ
うである。州の運営する診断施設Ber r imah  
Veterinary Laboratory (BVL）では、通常の家畜に
加えてクロコダイルの疾病についても病性鑑定を
行っている。そのため、今回の集会では、BVLの研
究者らによってクロコダイルの感染症についての
レビューセッションも行われ、皮膚の糸状菌症、
Providencia属やSalmonella属等の細菌による敗血
症、ヘルペスウイルスによる脳炎や皮膚病、クラミ
ジア感染症が問題となっていることなどが紹介さ
れた。筆者は、2014年以降日本の競走馬で発生し

たゲタウイルス感染症の流行とその疫学要因につ
いて演題を発表した。また、診断法の実装前評価の
方法について興味深い演題があったので以下に紹
介する。

○Epizootic Getah virus infection among 
racehorses in Japan
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の流
行）

坂内　天（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。1978年の美浦ト
レセンでの流行を受けてワクチンが開発され、ワ
クチン接種馬では30年以上流行が見られなかっ
た。しかし、2014年、美浦トレセンでゲタウイルス
が再び流行し、33頭で感染が確認された。本研究
では、美浦トレセンにおける2014年のゲタウイル
ス感染症の流行要因を明らかにするため、流行株
とワクチン株の比較、トレセンのワクチン接種体
制、周辺牧場での流行状況、の3点に着目して検証

を行った。
　2014年に分離されたウイルス株（14-I-605）と
ワクチン株（MI-110）について全ゲノム解析を
行った結果、相同性は98.5%以上で高率に保存さ
れていることが示された。また、2株間のアミノ酸
置換の多くはnsP3蛋白質のC末端領域に見られ
た。両株を接種した実験馬の血清を用いた交叉中
和試験では、14-I-605株とMI-110株に対する抗血
清は、両方のウイルスに対してほぼ同等の中和抗
体価を有していた。2歳馬のうち、ワクチンを1回
しか接種されていない馬の有病率は14.1%で、2回
以上接種された馬の1.3%と比べ、10倍以上高かっ
た。茨城県・千葉県内の周辺牧場から美浦トレセン
へ入厩した馬のゲタウイルス抗体陽性率は、2014
年6月～8月の入厩馬では4.0%以下だったが、9月
は13.0%、10月は42.9%であった。一方、対照の
2010年と2013年の入厩馬では、抗体陽性率は
2.0%以下であった。
　2014年流行株の抗原性は、ワクチン株から大き
く変化しておらず、ウイルスの変異が流行の直接
的な原因となった可能性は低いと考えられた。ト
レセン内にワクチンの基礎接種が未完了で発症リ
スクが高い馬がいたことは、流行の間接的な原因
と考えられた。また、2014年は例年とは異なり、美
浦トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県内
の周辺牧場でゲタウイルスが蔓延していたことが
明らかになった。その後、殺虫剤散布の強化など対
策を講じたが、美浦トレセンでは2015年と2016
年にも流行が見られ、罹患馬の頭数はそれぞれ30
頭と10頭であった。本年からは茨城県・千葉県内
の周辺牧場でのゲタウイルスワクチン接種に対す
る費用補助が始まっているが、ワクチン接種率に
変化があったかどうかは現在調査中である。
　発表後の質疑では、豚における症状や流行状況、
同じAlphavirus属のロスリバーウイルスとの抗原
性の類似などについて質問を受けた。ゲタウイル
スは過去にオーストラリア北部で蚊から分離さ
れ、様々な家畜や野生動物における血清疫学調査
もされていた経緯がある。そのため、今回参加した
獣医師の多くがその事実を知っていたようで、本
発表について親しみをもって聞いていただけたよ
うである。

○Hendra antibody ELISA, a new networked 
approach for diagnostic test validation when 
numbers of samples from infected animals are 
low
（ヘンドラウイルス感染症のELISA法の実装前評
価、野外感染の検体数が少ない場合の他機関との
連携による新たな試み）
Axe l  Co l l i ng  (Aus t ra l i an  An ima l  Hea l th  
Laboratory)
　感染症の診断法は、研究・開発された後、診断機
関などで実装する前に適切な方法で評価を行う必
要がある。実験条件の標準化や最適化、感度と特異
性の検証、再現性の検証など、科学的視点から考え
うる試験項目については、OIEのManua l  o f  
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals 2016の中でChapter 1.1.6に記載されて
おり、それぞれの項目の実施にあたって必要とな
る検体数についても定義されている。例えばある
検査法について、診断感度（diagnostic sensitivity、
DSe）および診断特異度（diagnostic specificity、
DSp）の推定値がともに90%、誤差範囲5%まで許容
するという条件でDSeとDSpの検討を行う場合、妥
当とされる検体数は138である。その他の項目の
試験においても必要な検体数は概ね100以上とさ
れている。そうした基準に従ってこれらの試験の
全てを実施するのが理想的だが、実際にどこまで
厳密に実施するかは、その診断法を導入する機関
の行政的判断によって決められているのが実情で
ある。また、実施したい試験があっても検体数の不
足によって、基準通りにできない場合もある。すな
わち、ヘンドラウイルスのように歴史の浅い新興
感染症の場合、症例数が少ないことから各種試験
に用いる野外の感染血清が十分な数を得られない
ことが問題となる。
　演者はヘンドラウイルスの血清学的診断法とし
てglycoprotein Gの組換え蛋白質を用いたELISA法
を開発し、同法の実装を目的として各種の評価を
行った。しかし、上述のようにヘンドラウイルス感
染症はまだ症例数が少ないため、野外の感染馬血
清で利用可能なものは19検体しかなく、通常必要
と考えられる100検体には遠く及ばなかった。同
じ検体を複数回試験することは科学的視点から否

定されるため、検体数をこれ以上増やすことは現
実的に無理であった。演者らが行った野外検体の
試験から算出されたDSeは84 .2%  ( 95%C I ,  
60.4-96.6)、DSpは97.1% (95%CI, 95.1-99.1)で
あったが、検体数の不足から特にDSeの振れ幅が
大きかった。演者らはこれらの値を暫定的なもの
として扱いつつ、同じ検査を同一施設で複数回実
施した際のinner-laboratory repeatabilityを検討し
た。また、連携機関において同様の試験を実施する
ことでinter-laboratory reproducibilityを検討し、
これらの試験で良好な成績を得た。これらは、検査
法の信頼性を高めるために行ったもので、
Australian Animal Health Laboratoryとしては、完
全ではないものの可能な限りのバリデーションを

実施し、実装に向けて許容可能な成績を得ること
ができたとしている。一方で、これらの方法は検体
数の不足による妥当性の欠如を完全に補うもので
はないことを補足し、問題提起という形で本演題
は終わった。
　ディスカッションでは、同じ検体の複数回使用
やコンピュータ上のシミュレーションによって代
替するのが現実的だろうという意見が多く聞かれ
た。検体数の不足はやむを得ない事情であるため、
ヘンドラウイルスのような特殊な例について、バ
リデーションの基準はある程度フレキシブルに考
える必要があると感じた。

（坂内　天）

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

第31回日本整形外科学会基礎学術集会

　第31回日本整形外科学会基礎学術集会は、｢創
造する森　挑戦する炎｣をテーマに福岡県の福岡
国際会議場で平成28年10月13日と14日に開催さ
れた。789演題の応募演題の中から、630演題の一
般演題が採択(採択率79.8％)され、その内訳は口
演が310演題、ポスターが320演題であった。ま
た、一般演題以外にも整形外科全般に関する幅広
い内容のシンポジウムやパネルディスカッショ
ン、特別講演および教育研修講演が開催され、整形
外科に関する基礎研究の最前線に触れることがで
きた。以下にその概要を報告する。
　先日、米国で行われたウマ獣医師と再生医療に
係わる会議に招待された時の話である。本題のウ
マの関節軟骨の再生医療に関する話から脱線し、
関節炎治療におけるステロイドの使用に関して、
米国とヨーロッパの獣医師の考え方の違いが浮き
彫りになったディスカッションは興味深いもので
あった。米国のウマ獣医師は必要に応じてステロ
イドの治療を推奨し、一方、ヨーロッパの獣医師は
自らの疼痛や不快感を表現できないウマではステ
ロイドを投与することは避けるべきだと主張して
いた。その中心にあったステロイドが以下に紹介
するトリアムシノロンであった。

○炎症反応はマウス半月板再生過程において必要
なプロセスである

日山鐘浩ら(東京医科歯科大学大学院)
　演者らは、以前にマウスの内側半月板(MM)前方
1/2を切除し、その再生過程の組織学的評価を
行ったところ、切除後3 日で切除部位近傍の滑膜
組織へのマクロファージの浸潤を伴う炎症が観察
されること、2週後に切除領域近傍の滑膜組織の
増生と切除領域への線維芽細胞の浸潤、軟組織の
形成が生じること、また、この軟組織は切除後4週
で軟骨様へと分化し、6週で半月板とほぼ同等の
形態を有する組織へと成熟することを報告した。
以上の結果は、損傷半月板の修復プロセスにおい
て、滑膜炎症と損傷部位への線維芽細胞の浸潤が
非常に重要なステップである可能性を示唆してい
る。そこで今回、それぞれのイベントが生じる直前
にステロイドによる抑制をかけ、再生過程に及ぼ
す影響を検討した。
　C57BL/6マウス(8週、雄)の左膝MM前方1/2 切
除を行い、1日目または10日目にトリアムシノロ
ン(ケナコルト, 2.8μg/7μl)またはPBSの注射を
行った。術後3 日、2、6週に半月板の再生過程の組
織学的検討を行った。

　切除後1日目にトリアムシノロンを投与した群
では、3日目に観察されていた滑膜炎症が強く抑
制されていた。更に2週後における滑膜の増生、軟
組織の形成と6週後における軟骨分化と半月板様
組織の再構成が観察されなかった。切除後10日目
に投与した群では、2週における滑膜組織の細胞
密度の上昇と線維芽細胞の浸潤、軟組織の形成が
強く抑制されていた。その結果、6週においても再
生半月板は確認されなかった。
　本研究より、半月板損傷後の極早期に生じるマ
クロファージの浸潤を伴う滑膜炎症と滑膜の増
生、2週目付近で生じる切除部位への線維芽細胞
の浸潤のプロセスの双方が必須である可能性が示
唆された。
　本研究では、関節炎の炎症は必要悪であり、ステ
ロイドでそれを抑制することは治癒過程を阻害す
ることにつながることを示す報告であった。米国
のウマ獣医師は、本研究の成績についてどう思う
のか、ディスカッションしたくなった。
　次に紹介する演題は、腱の修復・再生における血
管新生に関連する研究である。我々も腱の修復課
程の進行や予後を検討するためにウマの損傷腱の
血管新生をエコーでモニターすることについて研
究を行ってきた。本研究では、どのような細胞が血
管新生に関与しているのかを検討していた。

○腱細胞における腱関連遺伝子と血管新生関連遺
伝子の検討

土谷早穂ら(名古屋大学大学院)
　腱の修復・再生において血管新生は重要な過程
と考えられている一方で、腱の変性疾患では血管
増生、血流増加と疼痛の関連性が示唆されている。
腱の炎症時に血管新生が与える影響を解明するこ
とは腱疾患の治療につながると考えられるが、腱
に重要な転写因子であるScleraxis(Scx)と血管新生
関連遺伝子の発現の関連は十分には解明されてい
ない。演者らは腱と血管新生の関連を検討した。
　ヒト膝前十字靱帯(ACL)再建時に採取した腱組
織から遊走した細胞を単層培養したヒト腱由来細
胞(HTDC)、不死化したヒト骨髄由来幹細胞株に
Scxを導入し腱前駆細胞株としたhMSC-Scxおよび
コントロールとして偽カセットを導入した

hMSC-Mockを用いた。これらにIL-1βを添加し、
腱関連遺伝子、血管新生関連遺伝子hypox i a  
inducible factor 1 alpha subunit(HIF1A)、
endothelial PAS domain protein 1(EPAS1)、
vascular endothelial growth factor(VEGF)の発現
の経時的な変化(6, 12, 24時間)をreal-time PCR法
によって測定した。またhMSC-Mockに対しsiRNA
を用いScxをノックダウンさせ同様に測定した。
　HTDCではIL-1β添加群では非添加群と比較し
SCXの発現低下、HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇
を認めた。hMSC-Scx, hMSC-Mockでは添加群と非
添加群間でScx, EPAS1, VEGFの発現に有意差な
く、HIF1AはhMSC-Scxでは添加後6, 12時間、
hMSC-Mockでは添加後6時間で非添加群よりも発
現上昇を認めた。SCXをノックダウンさせた
hMSC-MockではHTDC同様に添加群において
HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇を認めた。
　HTDCではIL-1βを添加するとSCXの発現が抑
制され、血管新生関連遺伝子の発現が増大したが、
両細胞株ではIL-1βを添加してもHIF1Aが一過性
に上昇するのみであった。腱の炎症においては、よ
り分化した細胞の方が血管新生との関連が強く、
その際の血管新生関連遺伝子の発現にScxの発現
が関与している可能性が考えられる。
　本研究では腱前駆細胞よりも分化の進んだ腱由
来細胞が血管新生に関与しているという結果で
あった。しかし、腱に生じる炎症反応としてIL-1β
を添加しているが、実際の腱に生じる炎症の再現
には不十分であるように考えられ、異なる炎症モ
デルでも同様な成績が得られるのか疑問が残っ
た。一方、Scxは腱・靱帯で発現する転写因子であ
り、腱・靱帯細胞の分化・成熟に重要な役割を担っ
ているという認識であったが、血管新生にも関与
しているという考察自体は興味深く感じられた。

（笠嶋快周）

○多血小板血漿による腱細胞の遊走能促進作用は
白血球濃度により異なる

西尾啓史ら(順天堂大学)
　多血小板血漿（PRP）には血小板の他に白血球が
含まれる。この白血球の濃度や種類によってPRP
の性質が変わるという報告が近年散見される。今

回演者らは、in vitroにて白血球濃度と分画が腱細
胞遊走に及ぼす影響を検討した。
　白血球濃度の異なる3種類のPRPを以下のよう
に定義し、健常男性5人（平均31.2歳）より精製し
た（①Pure-PRP：白血球濃度が全血の1/10未満、②
Le u k o c y t e - p o o r ( L P ) - P R P：全血以下、③
Leukocyte-rich(LR)-PRP：全血以上）。前十字靱帯再
建術時に採取した半腱様筋腱からコラゲナーゼ法
により腱由来細胞を抽出し、無血清培地に各種
PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を5%添加し培養し
た。Scratch wound assay（well内の細胞に水平一本
線の一定のひっかき傷を作ることで無細胞エリア
を作り、一定時間後に細胞がどれだけ伸長したか
を見る）によって細胞遊走能を評価した。
　Pure、LP-、LR-PRP群間に血小板濃度の差はな
く、平均は全血の4.1倍であった。白血球数はPure：
0.12±0.04（×103/µl）、LP：1.7±0.29、LR：
15.16±4.08であり、うち好中球数はPure：0、LP：
0.2±0、LR：5.66±1.15、リンパ球はPure：0、LP：
1.53±0.35、LR：8.32±3.49であった。PPPと比較
し、PRPは3群とも有意に24時間の時点での細胞
遊走能を促進したが、PRP群間の比較ではLR-PRP
群と比較し、LP-PRP群が有意に遊走を促進した。
Pure-PRP群とLP、LR-PRP群間には有意差が認め
られなかった。
　PRP中への白血球の混入具合によって腱細胞の
遊走能が異なることをうかがわせる結果となった
が、なぜLPで一番遊走能が高かったのかは不明で
あった。演者らは細胞増殖能も観察してみたが、バ
ラツキや個体差が大きく、結論が出なかったよう
である。我々はウマPRPをダブルスピン法で作製
するが、多くはリンパ球が90%以上を占める
LP-PRPとなる。演者らの報告がウマでも適用され
るなら、我々は遊走能が高いPRPを、彼らよりも高
い血小板濃縮率で作製していることとなり、治療
に適用する上で有益であると考えられた。

○前十字靱帯再建手術時に得られた関節液所見か
ら将来の軟骨変性を予測できるか

祖父江康司ら(名古屋大学)
　演者らは前十字靱帯再建手術時に得られた関節
液を用いて、バイオマーカーと軟骨損傷の関係を

継続的に調査している。今回は抜釘時に軟骨損傷
の程度を観察し、最初の関節液所見から将来の軟
骨変性を予測できるか検討した。
　バイオマーカーとして2型コラーゲン分解産物

（C2C）、ケラタン硫酸（KS）、コンドロイチン6硫酸
（C6S）、コンドロイチン4硫酸（C4S）を測定した。抜
釘時に大腿骨内外側顆部、脛骨内外側顆部、膝蓋
骨、大腿骨滑車部の6ヶ所の軟骨損傷を評価し、最
初の所見から進行した群と不変であった群に分け
て比較した。
　進行群と不変群でバイオマーカーを比較する
と、C6S 53.4 ng/ml : 73.5 ng/ml（進行群：不変
群）、KS 9.9 µg/ml : 11.9 µg/ml、C6S/C4S比 3.9 : 
4.4であり、いずれも進行群で有意に低かった。ロ
ジスティック回帰分析では、C6S、KS、C6S/C4S比
は、軟骨損傷の進行に対して負の相関があった。
　演者らが以前報告した内容によると、高度軟骨
損傷の場合はC2Cに正の相関が見られたそうであ
る。しかし今回は、C2Cは相関がなかった。一般的
に軟骨変性に伴いアグリカンのC6S、KSがC4Sに
置換されていくことが知られているそうで、これ
を考慮すると、軟骨損傷の進行と相関があるのは
コラーゲン代謝マーカーであるC2Cではなくアグ
リカン代謝マーカーであり、将来起こりうる軟骨
変性を予測するバイオマーカーとして有用である
可能性があるとした。ウマにおいては腕節構成
骨々折発症時の早急な骨片除去手術の普及によ
り、続発的な重篤な腕節炎の発症リスクはかなり
軽減されている。しかし難治性の腕節炎が存在す
ることも事実であり、あらためてウマ関節炎マー
カーの探索を検討する価値があるかも知れない。

（福田健太郎）

○腱内の微小血管とその後の重篤な腱損傷との関
連性 ―ウマを用いた検討―

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】健常では非常に少ない腱内の微小血管
は、tendinopathyの病態では炎症またはそれに伴
う修復過程として増加する。その病態が継続する
と、重篤な腱断裂に進行するという報告がある一
方、腱断裂とは関連しないとする報告もある。今
回、われわれは微小血管の有無とその後の重篤な

腱損傷との関連性、ならびに血管検査後の休養期
間の長短がその後の腱損傷に与える効果を検討す
ることを目的として、ヒトのアキレス腱と類似し
た役割および微小血管構造を有しているウマ浅指
屈腱を用いた調査を実施した。
　【方法】競走馬114頭の浅指屈腱に対して、超音
波パワードップラー検査を実施した。微小血管の
有無によって陽性群と陰性群に群分けし、その後
の腱損傷の発症頭数を追跡調査した。関連性の統
計解析には、χ2検定および相対危険度を用いた。
また陽性群では、検査後の休養期間を独立変数、腱
損傷の発症を従属変数としてROC解析した。
　【結果】腱損傷の発症率は陽性群が39.2％(20頭
/51頭)、陰性群が19.0％(12頭/63頭)であった。χ
2検定の結果、微小血管の有無と腱損傷の発症に
関連が認められ(p=0.017)、陽性群が発症する相対
危険度は、陰性群の2 . 06倍 (95％信頼区間:
1.12-3.80)であった。ROC解析の結果、90日間の休
養期間が境界となり、90日間以上の症例では発症
率が17.6％であった一方、89日間以下の症例では
発症率が50.0％であった。
　【考察および結論】本調査によって、腱内に微小
血管が認められる場合は、重篤化するリスクが高
いことが示された。また、適切な休養期間を設ける
ことによって、その後の重篤な腱損傷を回避でき
ることが考えられた。今後、疾患モデルとしてウマ
腱組織の修復過程を解析することによって、ヒト
腱組織の病態解明につながる可能性が示唆され
た。
　本演題は、臨床的な浅屈腱炎を発症していない
競走馬を対象とした調査であり、浅屈腱内に血管
が観察された症例は、観察されなかった症例より
も、その後に浅屈腱炎を発症した頭数が多かった
ことを明らかにしたものである。制限時間満了ま
でフロアから質問や意見を頂くことができ、セッ
ション終了後にも幾つかの質問を受けた。本演題
の興味深い点に対する建設的な意見が多くあり、
翌日に開催される異なるセッションにおいて、私
たちの調査内容を紹介したいという申し出も頂く
ことができた。また座長からも、本調査がヒトアス
リートのモデルとして意義深い点を評価して頂い
た。その一方、我々が用いた「ウマの腱損傷」という

表現に関して、ヒトのアキレス腱の病態と比較し
た際にどの程度であるのかが伝わらなかった点
や、初回の超音波パワードップラー検査の後に、定
期的なフォローアップ検査が実施されていないこ
とが残念だとするコメントを頂いたため、今後の
発表や調査への反省点としたい。今後も、腱・靱帯
疾患の予防につながるような調査を継続していき
たい。
　本調査の遂行において、両トレーニング・セン
ター競走馬診療所の多大なる御協力を頂きました
ことを改めてお礼申し上げます。

○細胞表面抗原を用いたヒト靱帯幹細胞の同定お
よび分離

緒方勇亮ら(東京医科歯科大学)
　【目的】ヒト膝前十字靱帯(ACL)は再生能力に乏
しく、自家腱を用いた再建術が主な治療法となっ
ている。再生しにくい原因のひとつは解剖学的構
造に起因するものと考えられるが、組織や細胞に
起因する可能性もある。ACLに幹細胞が存在する
との報告はあるものの、詳細な解析は行われてい
ない。我々は細胞表面抗原を指標に靱帯幹細胞を
特異的に同定・分離することを目的とした。
　【方法】変形性膝関節症患者に対する人工膝関節
置換術施行後に得られたACL(n=5)を使用した。コ
ラゲナーゼ処理・抗体標識した後、フローサイト
メーターで解析・分離した。培養後にコロニー形成
能、骨・軟骨・脂肪への分化能、細胞表面抗原の比較
を行った。本研究は本学倫理委員会の承認を受け
て行われた。
　【結果】フローサイトメーターによる表面抗原解
析の結果、CD29, 44, 73, 90, 146, 166, 271マー
カーにおいて陽性分画が見られた。特に、CD73、 
90が共陽性の細胞は、生細胞と比較して最も多く
のコロニーを形成し(p＜0.001)、また骨・軟骨・脂
肪への分化能を持っていた。骨髄・滑膜に存在する
幹細胞のマーカー(CD90、271)とは異なり、靭帯幹
細胞はCD73、90共陽性であることが確認された。
　【考察及び結論】靱帯幹細胞は骨髄・滑膜間葉系
幹細胞とはやや違った表面マーカー発現をしてお
り、性質も異なるものと考えられる。また、骨髄や
滑膜中に存在する幹細胞との性質比較や、靭帯損

傷部への幹細胞移植治療などを行い、再生機構の
解明を行う予定である。
　細胞の表面には表面抗原(CD)が発現しており、
その抗原の有無によって細胞の性質は異なってい
る。本演題は、多種多様な細胞が含まれている靱帯
組織由来の細胞群から、セルソーティング機能を
有するフローサイトメーターを用いることによっ
て表面抗原を特定し、最もコロニー形成能や細胞
増殖能力が高い細胞群を「幹細胞」として分離した
報告である。　　
　演者らのグループはこれまでにも、同様の手法
を用いて滑膜や骨髄から「幹細胞」を分離してきた
が、その際に重要な役割を果たす表面抗原は
CD271であった。しかし、本調査において、靱帯由
来幹細胞ではCD271よりもCD73のほうが重要で
あることが明らかになった。このことは、異なる組
織から「幹細胞」を分離する際には、他の組織由来
の幹細胞で明らかになっている表面抗原を参考に
したとしても、必ずしも質の高い幹細胞が得られ
るわけではないことを示している。「幹細胞」と決
定するためには骨、軟骨および脂肪への分化能力
も確認する必要があるが、演者らのグループでは、

その分化能力よりも先に細胞増殖能力等を検定し
ている。これは、その細胞増殖能力などが優れてい
る細胞は、高い分化能力も有していることを演者
らが経験的に知っているからとのことであった。
　ウマ幹細胞においても、これまでに様々な表面
抗原が報告されている。しかし、幹細胞の表面抗原
は動物種によって異なるにも関わらず、ウマ幹細
胞の表面抗原を検索する際にヒトやマウスなどの
抗体が流用されているため、中には信頼性が低い
報告もある。また、それら全ての報告が一致した所
見を示しているわけではない。さらに、発現してい
る表面抗原は培養初日からの経過時間によって異
なることや、利用する細胞剥離剤によっても影響
を受けることが報告されている。その上、今回の報
告で示されたように、同じ動物種であっても、由来
組織が異なれば表面抗原も異なることが想像され
るため、「ウマ幹細胞」に発現している表面抗原を
解釈することは非常に複雑である。今後、ウマ幹細
胞に関する基礎的な研究を詳細に検討するために
は、実験に用いた「ウマ幹細胞」の表面抗原などの
特徴を示す必要があると考えられた。

(田村周久)
　本学会は家畜感染症の診断を行う実務者の集会
で、各州のVeter inary Laboratoryの技術者、
Australian Animal Health LaboratoryやElizabeth 
Macarthur Agriculture Instituteなどに所属する感
染症研究の専門家が多く参加している。今回の開
催地であるダーウィンは、オーストラリア北部の
ノーザンテリトリー州にある。同州では皮製品の
生産や観光資源の目的で、クロコダイルが多く飼
養されている。クロコダイルの農場が州内に7ヶ
所あり、年間の皮の生産量は5万頭分にも上るそ
うである。州の運営する診断施設Ber r imah  
Veterinary Laboratory (BVL）では、通常の家畜に
加えてクロコダイルの疾病についても病性鑑定を
行っている。そのため、今回の集会では、BVLの研
究者らによってクロコダイルの感染症についての
レビューセッションも行われ、皮膚の糸状菌症、
Providencia属やSalmonella属等の細菌による敗血
症、ヘルペスウイルスによる脳炎や皮膚病、クラミ
ジア感染症が問題となっていることなどが紹介さ
れた。筆者は、2014年以降日本の競走馬で発生し

たゲタウイルス感染症の流行とその疫学要因につ
いて演題を発表した。また、診断法の実装前評価の
方法について興味深い演題があったので以下に紹
介する。

○Epizootic Getah virus infection among 
racehorses in Japan
（日本の競走馬におけるゲタウイルス感染症の流
行）

坂内　天（JRA競走馬総合研究所）
　ゲタウイルスは蚊によって媒介され、感染馬に
発熱、発疹、四肢の浮腫を起こす。1978年の美浦ト
レセンでの流行を受けてワクチンが開発され、ワ
クチン接種馬では30年以上流行が見られなかっ
た。しかし、2014年、美浦トレセンでゲタウイルス
が再び流行し、33頭で感染が確認された。本研究
では、美浦トレセンにおける2014年のゲタウイル
ス感染症の流行要因を明らかにするため、流行株
とワクチン株の比較、トレセンのワクチン接種体
制、周辺牧場での流行状況、の3点に着目して検証

を行った。
　2014年に分離されたウイルス株（14-I-605）と
ワクチン株（MI-110）について全ゲノム解析を
行った結果、相同性は98.5%以上で高率に保存さ
れていることが示された。また、2株間のアミノ酸
置換の多くはnsP3蛋白質のC末端領域に見られ
た。両株を接種した実験馬の血清を用いた交叉中
和試験では、14-I-605株とMI-110株に対する抗血
清は、両方のウイルスに対してほぼ同等の中和抗
体価を有していた。2歳馬のうち、ワクチンを1回
しか接種されていない馬の有病率は14.1%で、2回
以上接種された馬の1.3%と比べ、10倍以上高かっ
た。茨城県・千葉県内の周辺牧場から美浦トレセン
へ入厩した馬のゲタウイルス抗体陽性率は、2014
年6月～8月の入厩馬では4.0%以下だったが、9月
は13.0%、10月は42.9%であった。一方、対照の
2010年と2013年の入厩馬では、抗体陽性率は
2.0%以下であった。
　2014年流行株の抗原性は、ワクチン株から大き
く変化しておらず、ウイルスの変異が流行の直接
的な原因となった可能性は低いと考えられた。ト
レセン内にワクチンの基礎接種が未完了で発症リ
スクが高い馬がいたことは、流行の間接的な原因
と考えられた。また、2014年は例年とは異なり、美
浦トレセンと馬の出入りがある茨城県・千葉県内
の周辺牧場でゲタウイルスが蔓延していたことが
明らかになった。その後、殺虫剤散布の強化など対
策を講じたが、美浦トレセンでは2015年と2016
年にも流行が見られ、罹患馬の頭数はそれぞれ30
頭と10頭であった。本年からは茨城県・千葉県内
の周辺牧場でのゲタウイルスワクチン接種に対す
る費用補助が始まっているが、ワクチン接種率に
変化があったかどうかは現在調査中である。
　発表後の質疑では、豚における症状や流行状況、
同じAlphavirus属のロスリバーウイルスとの抗原
性の類似などについて質問を受けた。ゲタウイル
スは過去にオーストラリア北部で蚊から分離さ
れ、様々な家畜や野生動物における血清疫学調査
もされていた経緯がある。そのため、今回参加した
獣医師の多くがその事実を知っていたようで、本
発表について親しみをもって聞いていただけたよ
うである。

○Hendra antibody ELISA, a new networked 
approach for diagnostic test validation when 
numbers of samples from infected animals are 
low
（ヘンドラウイルス感染症のELISA法の実装前評
価、野外感染の検体数が少ない場合の他機関との
連携による新たな試み）
Axe l  Co l l i ng  (Aus t ra l i an  An ima l  Hea l th  
Laboratory)
　感染症の診断法は、研究・開発された後、診断機
関などで実装する前に適切な方法で評価を行う必
要がある。実験条件の標準化や最適化、感度と特異
性の検証、再現性の検証など、科学的視点から考え
うる試験項目については、OIEのManua l  o f  
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals 2016の中でChapter 1.1.6に記載されて
おり、それぞれの項目の実施にあたって必要とな
る検体数についても定義されている。例えばある
検査法について、診断感度（diagnostic sensitivity、
DSe）および診断特異度（diagnostic specificity、
DSp）の推定値がともに90%、誤差範囲5%まで許容
するという条件でDSeとDSpの検討を行う場合、妥
当とされる検体数は138である。その他の項目の
試験においても必要な検体数は概ね100以上とさ
れている。そうした基準に従ってこれらの試験の
全てを実施するのが理想的だが、実際にどこまで
厳密に実施するかは、その診断法を導入する機関
の行政的判断によって決められているのが実情で
ある。また、実施したい試験があっても検体数の不
足によって、基準通りにできない場合もある。すな
わち、ヘンドラウイルスのように歴史の浅い新興
感染症の場合、症例数が少ないことから各種試験
に用いる野外の感染血清が十分な数を得られない
ことが問題となる。
　演者はヘンドラウイルスの血清学的診断法とし
てglycoprotein Gの組換え蛋白質を用いたELISA法
を開発し、同法の実装を目的として各種の評価を
行った。しかし、上述のようにヘンドラウイルス感
染症はまだ症例数が少ないため、野外の感染馬血
清で利用可能なものは19検体しかなく、通常必要
と考えられる100検体には遠く及ばなかった。同
じ検体を複数回試験することは科学的視点から否

定されるため、検体数をこれ以上増やすことは現
実的に無理であった。演者らが行った野外検体の
試験から算出されたDSeは84 .2%  ( 95%C I ,  
60.4-96.6)、DSpは97.1% (95%CI, 95.1-99.1)で
あったが、検体数の不足から特にDSeの振れ幅が
大きかった。演者らはこれらの値を暫定的なもの
として扱いつつ、同じ検査を同一施設で複数回実
施した際のinner-laboratory repeatabilityを検討し
た。また、連携機関において同様の試験を実施する
ことでinter-laboratory reproducibilityを検討し、
これらの試験で良好な成績を得た。これらは、検査
法の信頼性を高めるために行ったもので、
Australian Animal Health Laboratoryとしては、完
全ではないものの可能な限りのバリデーションを

実施し、実装に向けて許容可能な成績を得ること
ができたとしている。一方で、これらの方法は検体
数の不足による妥当性の欠如を完全に補うもので
はないことを補足し、問題提起という形で本演題
は終わった。
　ディスカッションでは、同じ検体の複数回使用
やコンピュータ上のシミュレーションによって代
替するのが現実的だろうという意見が多く聞かれ
た。検体数の不足はやむを得ない事情であるため、
ヘンドラウイルスのような特殊な例について、バ
リデーションの基準はある程度フレキシブルに考
える必要があると感じた。

（坂内　天）

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

　第31回日本整形外科学会基礎学術集会は、｢創
造する森　挑戦する炎｣をテーマに福岡県の福岡
国際会議場で平成28年10月13日と14日に開催さ
れた。789演題の応募演題の中から、630演題の一
般演題が採択(採択率79.8％)され、その内訳は口
演が310演題、ポスターが320演題であった。ま
た、一般演題以外にも整形外科全般に関する幅広
い内容のシンポジウムやパネルディスカッショ
ン、特別講演および教育研修講演が開催され、整形
外科に関する基礎研究の最前線に触れることがで
きた。以下にその概要を報告する。
　先日、米国で行われたウマ獣医師と再生医療に
係わる会議に招待された時の話である。本題のウ
マの関節軟骨の再生医療に関する話から脱線し、
関節炎治療におけるステロイドの使用に関して、
米国とヨーロッパの獣医師の考え方の違いが浮き
彫りになったディスカッションは興味深いもので
あった。米国のウマ獣医師は必要に応じてステロ
イドの治療を推奨し、一方、ヨーロッパの獣医師は
自らの疼痛や不快感を表現できないウマではステ
ロイドを投与することは避けるべきだと主張して
いた。その中心にあったステロイドが以下に紹介
するトリアムシノロンであった。

○炎症反応はマウス半月板再生過程において必要
なプロセスである

日山鐘浩ら(東京医科歯科大学大学院)
　演者らは、以前にマウスの内側半月板(MM)前方
1/2を切除し、その再生過程の組織学的評価を
行ったところ、切除後3 日で切除部位近傍の滑膜
組織へのマクロファージの浸潤を伴う炎症が観察
されること、2週後に切除領域近傍の滑膜組織の
増生と切除領域への線維芽細胞の浸潤、軟組織の
形成が生じること、また、この軟組織は切除後4週
で軟骨様へと分化し、6週で半月板とほぼ同等の
形態を有する組織へと成熟することを報告した。
以上の結果は、損傷半月板の修復プロセスにおい
て、滑膜炎症と損傷部位への線維芽細胞の浸潤が
非常に重要なステップである可能性を示唆してい
る。そこで今回、それぞれのイベントが生じる直前
にステロイドによる抑制をかけ、再生過程に及ぼ
す影響を検討した。
　C57BL/6マウス(8週、雄)の左膝MM前方1/2 切
除を行い、1日目または10日目にトリアムシノロ
ン(ケナコルト, 2.8μg/7μl)またはPBSの注射を
行った。術後3 日、2、6週に半月板の再生過程の組
織学的検討を行った。

　切除後1日目にトリアムシノロンを投与した群
では、3日目に観察されていた滑膜炎症が強く抑
制されていた。更に2週後における滑膜の増生、軟
組織の形成と6週後における軟骨分化と半月板様
組織の再構成が観察されなかった。切除後10日目
に投与した群では、2週における滑膜組織の細胞
密度の上昇と線維芽細胞の浸潤、軟組織の形成が
強く抑制されていた。その結果、6週においても再
生半月板は確認されなかった。
　本研究より、半月板損傷後の極早期に生じるマ
クロファージの浸潤を伴う滑膜炎症と滑膜の増
生、2週目付近で生じる切除部位への線維芽細胞
の浸潤のプロセスの双方が必須である可能性が示
唆された。
　本研究では、関節炎の炎症は必要悪であり、ステ
ロイドでそれを抑制することは治癒過程を阻害す
ることにつながることを示す報告であった。米国
のウマ獣医師は、本研究の成績についてどう思う
のか、ディスカッションしたくなった。
　次に紹介する演題は、腱の修復・再生における血
管新生に関連する研究である。我々も腱の修復課
程の進行や予後を検討するためにウマの損傷腱の
血管新生をエコーでモニターすることについて研
究を行ってきた。本研究では、どのような細胞が血
管新生に関与しているのかを検討していた。

○腱細胞における腱関連遺伝子と血管新生関連遺
伝子の検討

土谷早穂ら(名古屋大学大学院)
　腱の修復・再生において血管新生は重要な過程
と考えられている一方で、腱の変性疾患では血管
増生、血流増加と疼痛の関連性が示唆されている。
腱の炎症時に血管新生が与える影響を解明するこ
とは腱疾患の治療につながると考えられるが、腱
に重要な転写因子であるScleraxis(Scx)と血管新生
関連遺伝子の発現の関連は十分には解明されてい
ない。演者らは腱と血管新生の関連を検討した。
　ヒト膝前十字靱帯(ACL)再建時に採取した腱組
織から遊走した細胞を単層培養したヒト腱由来細
胞(HTDC)、不死化したヒト骨髄由来幹細胞株に
Scxを導入し腱前駆細胞株としたhMSC-Scxおよび
コントロールとして偽カセットを導入した

hMSC-Mockを用いた。これらにIL-1βを添加し、
腱関連遺伝子、血管新生関連遺伝子hypox i a  
inducible factor 1 alpha subunit(HIF1A)、
endothelial PAS domain protein 1(EPAS1)、
vascular endothelial growth factor(VEGF)の発現
の経時的な変化(6, 12, 24時間)をreal-time PCR法
によって測定した。またhMSC-Mockに対しsiRNA
を用いScxをノックダウンさせ同様に測定した。
　HTDCではIL-1β添加群では非添加群と比較し
SCXの発現低下、HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇
を認めた。hMSC-Scx, hMSC-Mockでは添加群と非
添加群間でScx, EPAS1, VEGFの発現に有意差な
く、HIF1AはhMSC-Scxでは添加後6, 12時間、
hMSC-Mockでは添加後6時間で非添加群よりも発
現上昇を認めた。SCXをノックダウンさせた
hMSC-MockではHTDC同様に添加群において
HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇を認めた。
　HTDCではIL-1βを添加するとSCXの発現が抑
制され、血管新生関連遺伝子の発現が増大したが、
両細胞株ではIL-1βを添加してもHIF1Aが一過性
に上昇するのみであった。腱の炎症においては、よ
り分化した細胞の方が血管新生との関連が強く、
その際の血管新生関連遺伝子の発現にScxの発現
が関与している可能性が考えられる。
　本研究では腱前駆細胞よりも分化の進んだ腱由
来細胞が血管新生に関与しているという結果で
あった。しかし、腱に生じる炎症反応としてIL-1β
を添加しているが、実際の腱に生じる炎症の再現
には不十分であるように考えられ、異なる炎症モ
デルでも同様な成績が得られるのか疑問が残っ
た。一方、Scxは腱・靱帯で発現する転写因子であ
り、腱・靱帯細胞の分化・成熟に重要な役割を担っ
ているという認識であったが、血管新生にも関与
しているという考察自体は興味深く感じられた。

（笠嶋快周）

○多血小板血漿による腱細胞の遊走能促進作用は
白血球濃度により異なる

西尾啓史ら(順天堂大学)
　多血小板血漿（PRP）には血小板の他に白血球が
含まれる。この白血球の濃度や種類によってPRP
の性質が変わるという報告が近年散見される。今

回演者らは、in vitroにて白血球濃度と分画が腱細
胞遊走に及ぼす影響を検討した。
　白血球濃度の異なる3種類のPRPを以下のよう
に定義し、健常男性5人（平均31.2歳）より精製し
た（①Pure-PRP：白血球濃度が全血の1/10未満、②
Le u k o c y t e - p o o r ( L P ) - P R P：全血以下、③
Leukocyte-rich(LR)-PRP：全血以上）。前十字靱帯再
建術時に採取した半腱様筋腱からコラゲナーゼ法
により腱由来細胞を抽出し、無血清培地に各種
PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を5%添加し培養し
た。Scratch wound assay（well内の細胞に水平一本
線の一定のひっかき傷を作ることで無細胞エリア
を作り、一定時間後に細胞がどれだけ伸長したか
を見る）によって細胞遊走能を評価した。
　Pure、LP-、LR-PRP群間に血小板濃度の差はな
く、平均は全血の4.1倍であった。白血球数はPure：
0.12±0.04（×103/µl）、LP：1.7±0.29、LR：
15.16±4.08であり、うち好中球数はPure：0、LP：
0.2±0、LR：5.66±1.15、リンパ球はPure：0、LP：
1.53±0.35、LR：8.32±3.49であった。PPPと比較
し、PRPは3群とも有意に24時間の時点での細胞
遊走能を促進したが、PRP群間の比較ではLR-PRP
群と比較し、LP-PRP群が有意に遊走を促進した。
Pure-PRP群とLP、LR-PRP群間には有意差が認め
られなかった。
　PRP中への白血球の混入具合によって腱細胞の
遊走能が異なることをうかがわせる結果となった
が、なぜLPで一番遊走能が高かったのかは不明で
あった。演者らは細胞増殖能も観察してみたが、バ
ラツキや個体差が大きく、結論が出なかったよう
である。我々はウマPRPをダブルスピン法で作製
するが、多くはリンパ球が90%以上を占める
LP-PRPとなる。演者らの報告がウマでも適用され
るなら、我々は遊走能が高いPRPを、彼らよりも高
い血小板濃縮率で作製していることとなり、治療
に適用する上で有益であると考えられた。

○前十字靱帯再建手術時に得られた関節液所見か
ら将来の軟骨変性を予測できるか

祖父江康司ら(名古屋大学)
　演者らは前十字靱帯再建手術時に得られた関節
液を用いて、バイオマーカーと軟骨損傷の関係を

継続的に調査している。今回は抜釘時に軟骨損傷
の程度を観察し、最初の関節液所見から将来の軟
骨変性を予測できるか検討した。
　バイオマーカーとして2型コラーゲン分解産物

（C2C）、ケラタン硫酸（KS）、コンドロイチン6硫酸
（C6S）、コンドロイチン4硫酸（C4S）を測定した。抜
釘時に大腿骨内外側顆部、脛骨内外側顆部、膝蓋
骨、大腿骨滑車部の6ヶ所の軟骨損傷を評価し、最
初の所見から進行した群と不変であった群に分け
て比較した。
　進行群と不変群でバイオマーカーを比較する
と、C6S 53.4 ng/ml : 73.5 ng/ml（進行群：不変
群）、KS 9.9 µg/ml : 11.9 µg/ml、C6S/C4S比 3.9 : 
4.4であり、いずれも進行群で有意に低かった。ロ
ジスティック回帰分析では、C6S、KS、C6S/C4S比
は、軟骨損傷の進行に対して負の相関があった。
　演者らが以前報告した内容によると、高度軟骨
損傷の場合はC2Cに正の相関が見られたそうであ
る。しかし今回は、C2Cは相関がなかった。一般的
に軟骨変性に伴いアグリカンのC6S、KSがC4Sに
置換されていくことが知られているそうで、これ
を考慮すると、軟骨損傷の進行と相関があるのは
コラーゲン代謝マーカーであるC2Cではなくアグ
リカン代謝マーカーであり、将来起こりうる軟骨
変性を予測するバイオマーカーとして有用である
可能性があるとした。ウマにおいては腕節構成
骨々折発症時の早急な骨片除去手術の普及によ
り、続発的な重篤な腕節炎の発症リスクはかなり
軽減されている。しかし難治性の腕節炎が存在す
ることも事実であり、あらためてウマ関節炎マー
カーの探索を検討する価値があるかも知れない。

（福田健太郎）

○腱内の微小血管とその後の重篤な腱損傷との関
連性 ―ウマを用いた検討―

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】健常では非常に少ない腱内の微小血管
は、tendinopathyの病態では炎症またはそれに伴
う修復過程として増加する。その病態が継続する
と、重篤な腱断裂に進行するという報告がある一
方、腱断裂とは関連しないとする報告もある。今
回、われわれは微小血管の有無とその後の重篤な

腱損傷との関連性、ならびに血管検査後の休養期
間の長短がその後の腱損傷に与える効果を検討す
ることを目的として、ヒトのアキレス腱と類似し
た役割および微小血管構造を有しているウマ浅指
屈腱を用いた調査を実施した。
　【方法】競走馬114頭の浅指屈腱に対して、超音
波パワードップラー検査を実施した。微小血管の
有無によって陽性群と陰性群に群分けし、その後
の腱損傷の発症頭数を追跡調査した。関連性の統
計解析には、χ2検定および相対危険度を用いた。
また陽性群では、検査後の休養期間を独立変数、腱
損傷の発症を従属変数としてROC解析した。
　【結果】腱損傷の発症率は陽性群が39.2％(20頭
/51頭)、陰性群が19.0％(12頭/63頭)であった。χ
2検定の結果、微小血管の有無と腱損傷の発症に
関連が認められ(p=0.017)、陽性群が発症する相対
危険度は、陰性群の2 . 06倍 (95％信頼区間:
1.12-3.80)であった。ROC解析の結果、90日間の休
養期間が境界となり、90日間以上の症例では発症
率が17.6％であった一方、89日間以下の症例では
発症率が50.0％であった。
　【考察および結論】本調査によって、腱内に微小
血管が認められる場合は、重篤化するリスクが高
いことが示された。また、適切な休養期間を設ける
ことによって、その後の重篤な腱損傷を回避でき
ることが考えられた。今後、疾患モデルとしてウマ
腱組織の修復過程を解析することによって、ヒト
腱組織の病態解明につながる可能性が示唆され
た。
　本演題は、臨床的な浅屈腱炎を発症していない
競走馬を対象とした調査であり、浅屈腱内に血管
が観察された症例は、観察されなかった症例より
も、その後に浅屈腱炎を発症した頭数が多かった
ことを明らかにしたものである。制限時間満了ま
でフロアから質問や意見を頂くことができ、セッ
ション終了後にも幾つかの質問を受けた。本演題
の興味深い点に対する建設的な意見が多くあり、
翌日に開催される異なるセッションにおいて、私
たちの調査内容を紹介したいという申し出も頂く
ことができた。また座長からも、本調査がヒトアス
リートのモデルとして意義深い点を評価して頂い
た。その一方、我々が用いた「ウマの腱損傷」という

表現に関して、ヒトのアキレス腱の病態と比較し
た際にどの程度であるのかが伝わらなかった点
や、初回の超音波パワードップラー検査の後に、定
期的なフォローアップ検査が実施されていないこ
とが残念だとするコメントを頂いたため、今後の
発表や調査への反省点としたい。今後も、腱・靱帯
疾患の予防につながるような調査を継続していき
たい。
　本調査の遂行において、両トレーニング・セン
ター競走馬診療所の多大なる御協力を頂きました
ことを改めてお礼申し上げます。

○細胞表面抗原を用いたヒト靱帯幹細胞の同定お
よび分離

緒方勇亮ら(東京医科歯科大学)
　【目的】ヒト膝前十字靱帯(ACL)は再生能力に乏
しく、自家腱を用いた再建術が主な治療法となっ
ている。再生しにくい原因のひとつは解剖学的構
造に起因するものと考えられるが、組織や細胞に
起因する可能性もある。ACLに幹細胞が存在する
との報告はあるものの、詳細な解析は行われてい
ない。我々は細胞表面抗原を指標に靱帯幹細胞を
特異的に同定・分離することを目的とした。
　【方法】変形性膝関節症患者に対する人工膝関節
置換術施行後に得られたACL(n=5)を使用した。コ
ラゲナーゼ処理・抗体標識した後、フローサイト
メーターで解析・分離した。培養後にコロニー形成
能、骨・軟骨・脂肪への分化能、細胞表面抗原の比較
を行った。本研究は本学倫理委員会の承認を受け
て行われた。
　【結果】フローサイトメーターによる表面抗原解
析の結果、CD29, 44, 73, 90, 146, 166, 271マー
カーにおいて陽性分画が見られた。特に、CD73、 
90が共陽性の細胞は、生細胞と比較して最も多く
のコロニーを形成し(p＜0.001)、また骨・軟骨・脂
肪への分化能を持っていた。骨髄・滑膜に存在する
幹細胞のマーカー(CD90、271)とは異なり、靭帯幹
細胞はCD73、90共陽性であることが確認された。
　【考察及び結論】靱帯幹細胞は骨髄・滑膜間葉系
幹細胞とはやや違った表面マーカー発現をしてお
り、性質も異なるものと考えられる。また、骨髄や
滑膜中に存在する幹細胞との性質比較や、靭帯損

傷部への幹細胞移植治療などを行い、再生機構の
解明を行う予定である。
　細胞の表面には表面抗原(CD)が発現しており、
その抗原の有無によって細胞の性質は異なってい
る。本演題は、多種多様な細胞が含まれている靱帯
組織由来の細胞群から、セルソーティング機能を
有するフローサイトメーターを用いることによっ
て表面抗原を特定し、最もコロニー形成能や細胞
増殖能力が高い細胞群を「幹細胞」として分離した
報告である。　　
　演者らのグループはこれまでにも、同様の手法
を用いて滑膜や骨髄から「幹細胞」を分離してきた
が、その際に重要な役割を果たす表面抗原は
CD271であった。しかし、本調査において、靱帯由
来幹細胞ではCD271よりもCD73のほうが重要で
あることが明らかになった。このことは、異なる組
織から「幹細胞」を分離する際には、他の組織由来
の幹細胞で明らかになっている表面抗原を参考に
したとしても、必ずしも質の高い幹細胞が得られ
るわけではないことを示している。「幹細胞」と決
定するためには骨、軟骨および脂肪への分化能力
も確認する必要があるが、演者らのグループでは、

その分化能力よりも先に細胞増殖能力等を検定し
ている。これは、その細胞増殖能力などが優れてい
る細胞は、高い分化能力も有していることを演者
らが経験的に知っているからとのことであった。
　ウマ幹細胞においても、これまでに様々な表面
抗原が報告されている。しかし、幹細胞の表面抗原
は動物種によって異なるにも関わらず、ウマ幹細
胞の表面抗原を検索する際にヒトやマウスなどの
抗体が流用されているため、中には信頼性が低い
報告もある。また、それら全ての報告が一致した所
見を示しているわけではない。さらに、発現してい
る表面抗原は培養初日からの経過時間によって異
なることや、利用する細胞剥離剤によっても影響
を受けることが報告されている。その上、今回の報
告で示されたように、同じ動物種であっても、由来
組織が異なれば表面抗原も異なることが想像され
るため、「ウマ幹細胞」に発現している表面抗原を
解釈することは非常に複雑である。今後、ウマ幹細
胞に関する基礎的な研究を詳細に検討するために
は、実験に用いた「ウマ幹細胞」の表面抗原などの
特徴を示す必要があると考えられた。

(田村周久)

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

　第31回日本整形外科学会基礎学術集会は、｢創
造する森　挑戦する炎｣をテーマに福岡県の福岡
国際会議場で平成28年10月13日と14日に開催さ
れた。789演題の応募演題の中から、630演題の一
般演題が採択(採択率79.8％)され、その内訳は口
演が310演題、ポスターが320演題であった。ま
た、一般演題以外にも整形外科全般に関する幅広
い内容のシンポジウムやパネルディスカッショ
ン、特別講演および教育研修講演が開催され、整形
外科に関する基礎研究の最前線に触れることがで
きた。以下にその概要を報告する。
　先日、米国で行われたウマ獣医師と再生医療に
係わる会議に招待された時の話である。本題のウ
マの関節軟骨の再生医療に関する話から脱線し、
関節炎治療におけるステロイドの使用に関して、
米国とヨーロッパの獣医師の考え方の違いが浮き
彫りになったディスカッションは興味深いもので
あった。米国のウマ獣医師は必要に応じてステロ
イドの治療を推奨し、一方、ヨーロッパの獣医師は
自らの疼痛や不快感を表現できないウマではステ
ロイドを投与することは避けるべきだと主張して
いた。その中心にあったステロイドが以下に紹介
するトリアムシノロンであった。

○炎症反応はマウス半月板再生過程において必要
なプロセスである

日山鐘浩ら(東京医科歯科大学大学院)
　演者らは、以前にマウスの内側半月板(MM)前方
1/2を切除し、その再生過程の組織学的評価を
行ったところ、切除後3 日で切除部位近傍の滑膜
組織へのマクロファージの浸潤を伴う炎症が観察
されること、2週後に切除領域近傍の滑膜組織の
増生と切除領域への線維芽細胞の浸潤、軟組織の
形成が生じること、また、この軟組織は切除後4週
で軟骨様へと分化し、6週で半月板とほぼ同等の
形態を有する組織へと成熟することを報告した。
以上の結果は、損傷半月板の修復プロセスにおい
て、滑膜炎症と損傷部位への線維芽細胞の浸潤が
非常に重要なステップである可能性を示唆してい
る。そこで今回、それぞれのイベントが生じる直前
にステロイドによる抑制をかけ、再生過程に及ぼ
す影響を検討した。
　C57BL/6マウス(8週、雄)の左膝MM前方1/2 切
除を行い、1日目または10日目にトリアムシノロ
ン(ケナコルト, 2.8μg/7μl)またはPBSの注射を
行った。術後3 日、2、6週に半月板の再生過程の組
織学的検討を行った。

　切除後1日目にトリアムシノロンを投与した群
では、3日目に観察されていた滑膜炎症が強く抑
制されていた。更に2週後における滑膜の増生、軟
組織の形成と6週後における軟骨分化と半月板様
組織の再構成が観察されなかった。切除後10日目
に投与した群では、2週における滑膜組織の細胞
密度の上昇と線維芽細胞の浸潤、軟組織の形成が
強く抑制されていた。その結果、6週においても再
生半月板は確認されなかった。
　本研究より、半月板損傷後の極早期に生じるマ
クロファージの浸潤を伴う滑膜炎症と滑膜の増
生、2週目付近で生じる切除部位への線維芽細胞
の浸潤のプロセスの双方が必須である可能性が示
唆された。
　本研究では、関節炎の炎症は必要悪であり、ステ
ロイドでそれを抑制することは治癒過程を阻害す
ることにつながることを示す報告であった。米国
のウマ獣医師は、本研究の成績についてどう思う
のか、ディスカッションしたくなった。
　次に紹介する演題は、腱の修復・再生における血
管新生に関連する研究である。我々も腱の修復課
程の進行や予後を検討するためにウマの損傷腱の
血管新生をエコーでモニターすることについて研
究を行ってきた。本研究では、どのような細胞が血
管新生に関与しているのかを検討していた。

○腱細胞における腱関連遺伝子と血管新生関連遺
伝子の検討

土谷早穂ら(名古屋大学大学院)
　腱の修復・再生において血管新生は重要な過程
と考えられている一方で、腱の変性疾患では血管
増生、血流増加と疼痛の関連性が示唆されている。
腱の炎症時に血管新生が与える影響を解明するこ
とは腱疾患の治療につながると考えられるが、腱
に重要な転写因子であるScleraxis(Scx)と血管新生
関連遺伝子の発現の関連は十分には解明されてい
ない。演者らは腱と血管新生の関連を検討した。
　ヒト膝前十字靱帯(ACL)再建時に採取した腱組
織から遊走した細胞を単層培養したヒト腱由来細
胞(HTDC)、不死化したヒト骨髄由来幹細胞株に
Scxを導入し腱前駆細胞株としたhMSC-Scxおよび
コントロールとして偽カセットを導入した

hMSC-Mockを用いた。これらにIL-1βを添加し、
腱関連遺伝子、血管新生関連遺伝子hypox i a  
inducible factor 1 alpha subunit(HIF1A)、
endothelial PAS domain protein 1(EPAS1)、
vascular endothelial growth factor(VEGF)の発現
の経時的な変化(6, 12, 24時間)をreal-time PCR法
によって測定した。またhMSC-Mockに対しsiRNA
を用いScxをノックダウンさせ同様に測定した。
　HTDCではIL-1β添加群では非添加群と比較し
SCXの発現低下、HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇
を認めた。hMSC-Scx, hMSC-Mockでは添加群と非
添加群間でScx, EPAS1, VEGFの発現に有意差な
く、HIF1AはhMSC-Scxでは添加後6, 12時間、
hMSC-Mockでは添加後6時間で非添加群よりも発
現上昇を認めた。SCXをノックダウンさせた
hMSC-MockではHTDC同様に添加群において
HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇を認めた。
　HTDCではIL-1βを添加するとSCXの発現が抑
制され、血管新生関連遺伝子の発現が増大したが、
両細胞株ではIL-1βを添加してもHIF1Aが一過性
に上昇するのみであった。腱の炎症においては、よ
り分化した細胞の方が血管新生との関連が強く、
その際の血管新生関連遺伝子の発現にScxの発現
が関与している可能性が考えられる。
　本研究では腱前駆細胞よりも分化の進んだ腱由
来細胞が血管新生に関与しているという結果で
あった。しかし、腱に生じる炎症反応としてIL-1β
を添加しているが、実際の腱に生じる炎症の再現
には不十分であるように考えられ、異なる炎症モ
デルでも同様な成績が得られるのか疑問が残っ
た。一方、Scxは腱・靱帯で発現する転写因子であ
り、腱・靱帯細胞の分化・成熟に重要な役割を担っ
ているという認識であったが、血管新生にも関与
しているという考察自体は興味深く感じられた。

（笠嶋快周）

○多血小板血漿による腱細胞の遊走能促進作用は
白血球濃度により異なる

西尾啓史ら(順天堂大学)
　多血小板血漿（PRP）には血小板の他に白血球が
含まれる。この白血球の濃度や種類によってPRP
の性質が変わるという報告が近年散見される。今

回演者らは、in vitroにて白血球濃度と分画が腱細
胞遊走に及ぼす影響を検討した。
　白血球濃度の異なる3種類のPRPを以下のよう
に定義し、健常男性5人（平均31.2歳）より精製し
た（①Pure-PRP：白血球濃度が全血の1/10未満、②
Le u k o c y t e - p o o r ( L P ) - P R P：全血以下、③
Leukocyte-rich(LR)-PRP：全血以上）。前十字靱帯再
建術時に採取した半腱様筋腱からコラゲナーゼ法
により腱由来細胞を抽出し、無血清培地に各種
PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を5%添加し培養し
た。Scratch wound assay（well内の細胞に水平一本
線の一定のひっかき傷を作ることで無細胞エリア
を作り、一定時間後に細胞がどれだけ伸長したか
を見る）によって細胞遊走能を評価した。
　Pure、LP-、LR-PRP群間に血小板濃度の差はな
く、平均は全血の4.1倍であった。白血球数はPure：
0.12±0.04（×103/µl）、LP：1.7±0.29、LR：
15.16±4.08であり、うち好中球数はPure：0、LP：
0.2±0、LR：5.66±1.15、リンパ球はPure：0、LP：
1.53±0.35、LR：8.32±3.49であった。PPPと比較
し、PRPは3群とも有意に24時間の時点での細胞
遊走能を促進したが、PRP群間の比較ではLR-PRP
群と比較し、LP-PRP群が有意に遊走を促進した。
Pure-PRP群とLP、LR-PRP群間には有意差が認め
られなかった。
　PRP中への白血球の混入具合によって腱細胞の
遊走能が異なることをうかがわせる結果となった
が、なぜLPで一番遊走能が高かったのかは不明で
あった。演者らは細胞増殖能も観察してみたが、バ
ラツキや個体差が大きく、結論が出なかったよう
である。我々はウマPRPをダブルスピン法で作製
するが、多くはリンパ球が90%以上を占める
LP-PRPとなる。演者らの報告がウマでも適用され
るなら、我々は遊走能が高いPRPを、彼らよりも高
い血小板濃縮率で作製していることとなり、治療
に適用する上で有益であると考えられた。

○前十字靱帯再建手術時に得られた関節液所見か
ら将来の軟骨変性を予測できるか

祖父江康司ら(名古屋大学)
　演者らは前十字靱帯再建手術時に得られた関節
液を用いて、バイオマーカーと軟骨損傷の関係を

継続的に調査している。今回は抜釘時に軟骨損傷
の程度を観察し、最初の関節液所見から将来の軟
骨変性を予測できるか検討した。
　バイオマーカーとして2型コラーゲン分解産物

（C2C）、ケラタン硫酸（KS）、コンドロイチン6硫酸
（C6S）、コンドロイチン4硫酸（C4S）を測定した。抜
釘時に大腿骨内外側顆部、脛骨内外側顆部、膝蓋
骨、大腿骨滑車部の6ヶ所の軟骨損傷を評価し、最
初の所見から進行した群と不変であった群に分け
て比較した。
　進行群と不変群でバイオマーカーを比較する
と、C6S 53.4 ng/ml : 73.5 ng/ml（進行群：不変
群）、KS 9.9 µg/ml : 11.9 µg/ml、C6S/C4S比 3.9 : 
4.4であり、いずれも進行群で有意に低かった。ロ
ジスティック回帰分析では、C6S、KS、C6S/C4S比
は、軟骨損傷の進行に対して負の相関があった。
　演者らが以前報告した内容によると、高度軟骨
損傷の場合はC2Cに正の相関が見られたそうであ
る。しかし今回は、C2Cは相関がなかった。一般的
に軟骨変性に伴いアグリカンのC6S、KSがC4Sに
置換されていくことが知られているそうで、これ
を考慮すると、軟骨損傷の進行と相関があるのは
コラーゲン代謝マーカーであるC2Cではなくアグ
リカン代謝マーカーであり、将来起こりうる軟骨
変性を予測するバイオマーカーとして有用である
可能性があるとした。ウマにおいては腕節構成
骨々折発症時の早急な骨片除去手術の普及によ
り、続発的な重篤な腕節炎の発症リスクはかなり
軽減されている。しかし難治性の腕節炎が存在す
ることも事実であり、あらためてウマ関節炎マー
カーの探索を検討する価値があるかも知れない。

（福田健太郎）

○腱内の微小血管とその後の重篤な腱損傷との関
連性 ―ウマを用いた検討―

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】健常では非常に少ない腱内の微小血管
は、tendinopathyの病態では炎症またはそれに伴
う修復過程として増加する。その病態が継続する
と、重篤な腱断裂に進行するという報告がある一
方、腱断裂とは関連しないとする報告もある。今
回、われわれは微小血管の有無とその後の重篤な

腱損傷との関連性、ならびに血管検査後の休養期
間の長短がその後の腱損傷に与える効果を検討す
ることを目的として、ヒトのアキレス腱と類似し
た役割および微小血管構造を有しているウマ浅指
屈腱を用いた調査を実施した。
　【方法】競走馬114頭の浅指屈腱に対して、超音
波パワードップラー検査を実施した。微小血管の
有無によって陽性群と陰性群に群分けし、その後
の腱損傷の発症頭数を追跡調査した。関連性の統
計解析には、χ2検定および相対危険度を用いた。
また陽性群では、検査後の休養期間を独立変数、腱
損傷の発症を従属変数としてROC解析した。
　【結果】腱損傷の発症率は陽性群が39.2％(20頭
/51頭)、陰性群が19.0％(12頭/63頭)であった。χ
2検定の結果、微小血管の有無と腱損傷の発症に
関連が認められ(p=0.017)、陽性群が発症する相対
危険度は、陰性群の2 . 06倍 (95％信頼区間:
1.12-3.80)であった。ROC解析の結果、90日間の休
養期間が境界となり、90日間以上の症例では発症
率が17.6％であった一方、89日間以下の症例では
発症率が50.0％であった。
　【考察および結論】本調査によって、腱内に微小
血管が認められる場合は、重篤化するリスクが高
いことが示された。また、適切な休養期間を設ける
ことによって、その後の重篤な腱損傷を回避でき
ることが考えられた。今後、疾患モデルとしてウマ
腱組織の修復過程を解析することによって、ヒト
腱組織の病態解明につながる可能性が示唆され
た。
　本演題は、臨床的な浅屈腱炎を発症していない
競走馬を対象とした調査であり、浅屈腱内に血管
が観察された症例は、観察されなかった症例より
も、その後に浅屈腱炎を発症した頭数が多かった
ことを明らかにしたものである。制限時間満了ま
でフロアから質問や意見を頂くことができ、セッ
ション終了後にも幾つかの質問を受けた。本演題
の興味深い点に対する建設的な意見が多くあり、
翌日に開催される異なるセッションにおいて、私
たちの調査内容を紹介したいという申し出も頂く
ことができた。また座長からも、本調査がヒトアス
リートのモデルとして意義深い点を評価して頂い
た。その一方、我々が用いた「ウマの腱損傷」という

表現に関して、ヒトのアキレス腱の病態と比較し
た際にどの程度であるのかが伝わらなかった点
や、初回の超音波パワードップラー検査の後に、定
期的なフォローアップ検査が実施されていないこ
とが残念だとするコメントを頂いたため、今後の
発表や調査への反省点としたい。今後も、腱・靱帯
疾患の予防につながるような調査を継続していき
たい。
　本調査の遂行において、両トレーニング・セン
ター競走馬診療所の多大なる御協力を頂きました
ことを改めてお礼申し上げます。

○細胞表面抗原を用いたヒト靱帯幹細胞の同定お
よび分離

緒方勇亮ら(東京医科歯科大学)
　【目的】ヒト膝前十字靱帯(ACL)は再生能力に乏
しく、自家腱を用いた再建術が主な治療法となっ
ている。再生しにくい原因のひとつは解剖学的構
造に起因するものと考えられるが、組織や細胞に
起因する可能性もある。ACLに幹細胞が存在する
との報告はあるものの、詳細な解析は行われてい
ない。我々は細胞表面抗原を指標に靱帯幹細胞を
特異的に同定・分離することを目的とした。
　【方法】変形性膝関節症患者に対する人工膝関節
置換術施行後に得られたACL(n=5)を使用した。コ
ラゲナーゼ処理・抗体標識した後、フローサイト
メーターで解析・分離した。培養後にコロニー形成
能、骨・軟骨・脂肪への分化能、細胞表面抗原の比較
を行った。本研究は本学倫理委員会の承認を受け
て行われた。
　【結果】フローサイトメーターによる表面抗原解
析の結果、CD29, 44, 73, 90, 146, 166, 271マー
カーにおいて陽性分画が見られた。特に、CD73、 
90が共陽性の細胞は、生細胞と比較して最も多く
のコロニーを形成し(p＜0.001)、また骨・軟骨・脂
肪への分化能を持っていた。骨髄・滑膜に存在する
幹細胞のマーカー(CD90、271)とは異なり、靭帯幹
細胞はCD73、90共陽性であることが確認された。
　【考察及び結論】靱帯幹細胞は骨髄・滑膜間葉系
幹細胞とはやや違った表面マーカー発現をしてお
り、性質も異なるものと考えられる。また、骨髄や
滑膜中に存在する幹細胞との性質比較や、靭帯損

傷部への幹細胞移植治療などを行い、再生機構の
解明を行う予定である。
　細胞の表面には表面抗原(CD)が発現しており、
その抗原の有無によって細胞の性質は異なってい
る。本演題は、多種多様な細胞が含まれている靱帯
組織由来の細胞群から、セルソーティング機能を
有するフローサイトメーターを用いることによっ
て表面抗原を特定し、最もコロニー形成能や細胞
増殖能力が高い細胞群を「幹細胞」として分離した
報告である。　　
　演者らのグループはこれまでにも、同様の手法
を用いて滑膜や骨髄から「幹細胞」を分離してきた
が、その際に重要な役割を果たす表面抗原は
CD271であった。しかし、本調査において、靱帯由
来幹細胞ではCD271よりもCD73のほうが重要で
あることが明らかになった。このことは、異なる組
織から「幹細胞」を分離する際には、他の組織由来
の幹細胞で明らかになっている表面抗原を参考に
したとしても、必ずしも質の高い幹細胞が得られ
るわけではないことを示している。「幹細胞」と決
定するためには骨、軟骨および脂肪への分化能力
も確認する必要があるが、演者らのグループでは、

その分化能力よりも先に細胞増殖能力等を検定し
ている。これは、その細胞増殖能力などが優れてい
る細胞は、高い分化能力も有していることを演者
らが経験的に知っているからとのことであった。
　ウマ幹細胞においても、これまでに様々な表面
抗原が報告されている。しかし、幹細胞の表面抗原
は動物種によって異なるにも関わらず、ウマ幹細
胞の表面抗原を検索する際にヒトやマウスなどの
抗体が流用されているため、中には信頼性が低い
報告もある。また、それら全ての報告が一致した所
見を示しているわけではない。さらに、発現してい
る表面抗原は培養初日からの経過時間によって異
なることや、利用する細胞剥離剤によっても影響
を受けることが報告されている。その上、今回の報
告で示されたように、同じ動物種であっても、由来
組織が異なれば表面抗原も異なることが想像され
るため、「ウマ幹細胞」に発現している表面抗原を
解釈することは非常に複雑である。今後、ウマ幹細
胞に関する基礎的な研究を詳細に検討するために
は、実験に用いた「ウマ幹細胞」の表面抗原などの
特徴を示す必要があると考えられた。

(田村周久)

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

　第31回日本整形外科学会基礎学術集会は、｢創
造する森　挑戦する炎｣をテーマに福岡県の福岡
国際会議場で平成28年10月13日と14日に開催さ
れた。789演題の応募演題の中から、630演題の一
般演題が採択(採択率79.8％)され、その内訳は口
演が310演題、ポスターが320演題であった。ま
た、一般演題以外にも整形外科全般に関する幅広
い内容のシンポジウムやパネルディスカッショ
ン、特別講演および教育研修講演が開催され、整形
外科に関する基礎研究の最前線に触れることがで
きた。以下にその概要を報告する。
　先日、米国で行われたウマ獣医師と再生医療に
係わる会議に招待された時の話である。本題のウ
マの関節軟骨の再生医療に関する話から脱線し、
関節炎治療におけるステロイドの使用に関して、
米国とヨーロッパの獣医師の考え方の違いが浮き
彫りになったディスカッションは興味深いもので
あった。米国のウマ獣医師は必要に応じてステロ
イドの治療を推奨し、一方、ヨーロッパの獣医師は
自らの疼痛や不快感を表現できないウマではステ
ロイドを投与することは避けるべきだと主張して
いた。その中心にあったステロイドが以下に紹介
するトリアムシノロンであった。

○炎症反応はマウス半月板再生過程において必要
なプロセスである

日山鐘浩ら(東京医科歯科大学大学院)
　演者らは、以前にマウスの内側半月板(MM)前方
1/2を切除し、その再生過程の組織学的評価を
行ったところ、切除後3 日で切除部位近傍の滑膜
組織へのマクロファージの浸潤を伴う炎症が観察
されること、2週後に切除領域近傍の滑膜組織の
増生と切除領域への線維芽細胞の浸潤、軟組織の
形成が生じること、また、この軟組織は切除後4週
で軟骨様へと分化し、6週で半月板とほぼ同等の
形態を有する組織へと成熟することを報告した。
以上の結果は、損傷半月板の修復プロセスにおい
て、滑膜炎症と損傷部位への線維芽細胞の浸潤が
非常に重要なステップである可能性を示唆してい
る。そこで今回、それぞれのイベントが生じる直前
にステロイドによる抑制をかけ、再生過程に及ぼ
す影響を検討した。
　C57BL/6マウス(8週、雄)の左膝MM前方1/2 切
除を行い、1日目または10日目にトリアムシノロ
ン(ケナコルト, 2.8μg/7μl)またはPBSの注射を
行った。術後3 日、2、6週に半月板の再生過程の組
織学的検討を行った。

　切除後1日目にトリアムシノロンを投与した群
では、3日目に観察されていた滑膜炎症が強く抑
制されていた。更に2週後における滑膜の増生、軟
組織の形成と6週後における軟骨分化と半月板様
組織の再構成が観察されなかった。切除後10日目
に投与した群では、2週における滑膜組織の細胞
密度の上昇と線維芽細胞の浸潤、軟組織の形成が
強く抑制されていた。その結果、6週においても再
生半月板は確認されなかった。
　本研究より、半月板損傷後の極早期に生じるマ
クロファージの浸潤を伴う滑膜炎症と滑膜の増
生、2週目付近で生じる切除部位への線維芽細胞
の浸潤のプロセスの双方が必須である可能性が示
唆された。
　本研究では、関節炎の炎症は必要悪であり、ステ
ロイドでそれを抑制することは治癒過程を阻害す
ることにつながることを示す報告であった。米国
のウマ獣医師は、本研究の成績についてどう思う
のか、ディスカッションしたくなった。
　次に紹介する演題は、腱の修復・再生における血
管新生に関連する研究である。我々も腱の修復課
程の進行や予後を検討するためにウマの損傷腱の
血管新生をエコーでモニターすることについて研
究を行ってきた。本研究では、どのような細胞が血
管新生に関与しているのかを検討していた。

○腱細胞における腱関連遺伝子と血管新生関連遺
伝子の検討

土谷早穂ら(名古屋大学大学院)
　腱の修復・再生において血管新生は重要な過程
と考えられている一方で、腱の変性疾患では血管
増生、血流増加と疼痛の関連性が示唆されている。
腱の炎症時に血管新生が与える影響を解明するこ
とは腱疾患の治療につながると考えられるが、腱
に重要な転写因子であるScleraxis(Scx)と血管新生
関連遺伝子の発現の関連は十分には解明されてい
ない。演者らは腱と血管新生の関連を検討した。
　ヒト膝前十字靱帯(ACL)再建時に採取した腱組
織から遊走した細胞を単層培養したヒト腱由来細
胞(HTDC)、不死化したヒト骨髄由来幹細胞株に
Scxを導入し腱前駆細胞株としたhMSC-Scxおよび
コントロールとして偽カセットを導入した

hMSC-Mockを用いた。これらにIL-1βを添加し、
腱関連遺伝子、血管新生関連遺伝子hypox i a  
inducible factor 1 alpha subunit(HIF1A)、
endothelial PAS domain protein 1(EPAS1)、
vascular endothelial growth factor(VEGF)の発現
の経時的な変化(6, 12, 24時間)をreal-time PCR法
によって測定した。またhMSC-Mockに対しsiRNA
を用いScxをノックダウンさせ同様に測定した。
　HTDCではIL-1β添加群では非添加群と比較し
SCXの発現低下、HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇
を認めた。hMSC-Scx, hMSC-Mockでは添加群と非
添加群間でScx, EPAS1, VEGFの発現に有意差な
く、HIF1AはhMSC-Scxでは添加後6, 12時間、
hMSC-Mockでは添加後6時間で非添加群よりも発
現上昇を認めた。SCXをノックダウンさせた
hMSC-MockではHTDC同様に添加群において
HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇を認めた。
　HTDCではIL-1βを添加するとSCXの発現が抑
制され、血管新生関連遺伝子の発現が増大したが、
両細胞株ではIL-1βを添加してもHIF1Aが一過性
に上昇するのみであった。腱の炎症においては、よ
り分化した細胞の方が血管新生との関連が強く、
その際の血管新生関連遺伝子の発現にScxの発現
が関与している可能性が考えられる。
　本研究では腱前駆細胞よりも分化の進んだ腱由
来細胞が血管新生に関与しているという結果で
あった。しかし、腱に生じる炎症反応としてIL-1β
を添加しているが、実際の腱に生じる炎症の再現
には不十分であるように考えられ、異なる炎症モ
デルでも同様な成績が得られるのか疑問が残っ
た。一方、Scxは腱・靱帯で発現する転写因子であ
り、腱・靱帯細胞の分化・成熟に重要な役割を担っ
ているという認識であったが、血管新生にも関与
しているという考察自体は興味深く感じられた。

（笠嶋快周）

○多血小板血漿による腱細胞の遊走能促進作用は
白血球濃度により異なる

西尾啓史ら(順天堂大学)
　多血小板血漿（PRP）には血小板の他に白血球が
含まれる。この白血球の濃度や種類によってPRP
の性質が変わるという報告が近年散見される。今

回演者らは、in vitroにて白血球濃度と分画が腱細
胞遊走に及ぼす影響を検討した。
　白血球濃度の異なる3種類のPRPを以下のよう
に定義し、健常男性5人（平均31.2歳）より精製し
た（①Pure-PRP：白血球濃度が全血の1/10未満、②
Le u k o c y t e - p o o r ( L P ) - P R P：全血以下、③
Leukocyte-rich(LR)-PRP：全血以上）。前十字靱帯再
建術時に採取した半腱様筋腱からコラゲナーゼ法
により腱由来細胞を抽出し、無血清培地に各種
PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を5%添加し培養し
た。Scratch wound assay（well内の細胞に水平一本
線の一定のひっかき傷を作ることで無細胞エリア
を作り、一定時間後に細胞がどれだけ伸長したか
を見る）によって細胞遊走能を評価した。
　Pure、LP-、LR-PRP群間に血小板濃度の差はな
く、平均は全血の4.1倍であった。白血球数はPure：
0.12±0.04（×103/µl）、LP：1.7±0.29、LR：
15.16±4.08であり、うち好中球数はPure：0、LP：
0.2±0、LR：5.66±1.15、リンパ球はPure：0、LP：
1.53±0.35、LR：8.32±3.49であった。PPPと比較
し、PRPは3群とも有意に24時間の時点での細胞
遊走能を促進したが、PRP群間の比較ではLR-PRP
群と比較し、LP-PRP群が有意に遊走を促進した。
Pure-PRP群とLP、LR-PRP群間には有意差が認め
られなかった。
　PRP中への白血球の混入具合によって腱細胞の
遊走能が異なることをうかがわせる結果となった
が、なぜLPで一番遊走能が高かったのかは不明で
あった。演者らは細胞増殖能も観察してみたが、バ
ラツキや個体差が大きく、結論が出なかったよう
である。我々はウマPRPをダブルスピン法で作製
するが、多くはリンパ球が90%以上を占める
LP-PRPとなる。演者らの報告がウマでも適用され
るなら、我々は遊走能が高いPRPを、彼らよりも高
い血小板濃縮率で作製していることとなり、治療
に適用する上で有益であると考えられた。

○前十字靱帯再建手術時に得られた関節液所見か
ら将来の軟骨変性を予測できるか

祖父江康司ら(名古屋大学)
　演者らは前十字靱帯再建手術時に得られた関節
液を用いて、バイオマーカーと軟骨損傷の関係を

継続的に調査している。今回は抜釘時に軟骨損傷
の程度を観察し、最初の関節液所見から将来の軟
骨変性を予測できるか検討した。
　バイオマーカーとして2型コラーゲン分解産物

（C2C）、ケラタン硫酸（KS）、コンドロイチン6硫酸
（C6S）、コンドロイチン4硫酸（C4S）を測定した。抜
釘時に大腿骨内外側顆部、脛骨内外側顆部、膝蓋
骨、大腿骨滑車部の6ヶ所の軟骨損傷を評価し、最
初の所見から進行した群と不変であった群に分け
て比較した。
　進行群と不変群でバイオマーカーを比較する
と、C6S 53.4 ng/ml : 73.5 ng/ml（進行群：不変
群）、KS 9.9 µg/ml : 11.9 µg/ml、C6S/C4S比 3.9 : 
4.4であり、いずれも進行群で有意に低かった。ロ
ジスティック回帰分析では、C6S、KS、C6S/C4S比
は、軟骨損傷の進行に対して負の相関があった。
　演者らが以前報告した内容によると、高度軟骨
損傷の場合はC2Cに正の相関が見られたそうであ
る。しかし今回は、C2Cは相関がなかった。一般的
に軟骨変性に伴いアグリカンのC6S、KSがC4Sに
置換されていくことが知られているそうで、これ
を考慮すると、軟骨損傷の進行と相関があるのは
コラーゲン代謝マーカーであるC2Cではなくアグ
リカン代謝マーカーであり、将来起こりうる軟骨
変性を予測するバイオマーカーとして有用である
可能性があるとした。ウマにおいては腕節構成
骨々折発症時の早急な骨片除去手術の普及によ
り、続発的な重篤な腕節炎の発症リスクはかなり
軽減されている。しかし難治性の腕節炎が存在す
ることも事実であり、あらためてウマ関節炎マー
カーの探索を検討する価値があるかも知れない。

（福田健太郎）

○腱内の微小血管とその後の重篤な腱損傷との関
連性 ―ウマを用いた検討―

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】健常では非常に少ない腱内の微小血管
は、tendinopathyの病態では炎症またはそれに伴
う修復過程として増加する。その病態が継続する
と、重篤な腱断裂に進行するという報告がある一
方、腱断裂とは関連しないとする報告もある。今
回、われわれは微小血管の有無とその後の重篤な

腱損傷との関連性、ならびに血管検査後の休養期
間の長短がその後の腱損傷に与える効果を検討す
ることを目的として、ヒトのアキレス腱と類似し
た役割および微小血管構造を有しているウマ浅指
屈腱を用いた調査を実施した。
　【方法】競走馬114頭の浅指屈腱に対して、超音
波パワードップラー検査を実施した。微小血管の
有無によって陽性群と陰性群に群分けし、その後
の腱損傷の発症頭数を追跡調査した。関連性の統
計解析には、χ2検定および相対危険度を用いた。
また陽性群では、検査後の休養期間を独立変数、腱
損傷の発症を従属変数としてROC解析した。
　【結果】腱損傷の発症率は陽性群が39.2％(20頭
/51頭)、陰性群が19.0％(12頭/63頭)であった。χ
2検定の結果、微小血管の有無と腱損傷の発症に
関連が認められ(p=0.017)、陽性群が発症する相対
危険度は、陰性群の2 . 06倍 (95％信頼区間:
1.12-3.80)であった。ROC解析の結果、90日間の休
養期間が境界となり、90日間以上の症例では発症
率が17.6％であった一方、89日間以下の症例では
発症率が50.0％であった。
　【考察および結論】本調査によって、腱内に微小
血管が認められる場合は、重篤化するリスクが高
いことが示された。また、適切な休養期間を設ける
ことによって、その後の重篤な腱損傷を回避でき
ることが考えられた。今後、疾患モデルとしてウマ
腱組織の修復過程を解析することによって、ヒト
腱組織の病態解明につながる可能性が示唆され
た。
　本演題は、臨床的な浅屈腱炎を発症していない
競走馬を対象とした調査であり、浅屈腱内に血管
が観察された症例は、観察されなかった症例より
も、その後に浅屈腱炎を発症した頭数が多かった
ことを明らかにしたものである。制限時間満了ま
でフロアから質問や意見を頂くことができ、セッ
ション終了後にも幾つかの質問を受けた。本演題
の興味深い点に対する建設的な意見が多くあり、
翌日に開催される異なるセッションにおいて、私
たちの調査内容を紹介したいという申し出も頂く
ことができた。また座長からも、本調査がヒトアス
リートのモデルとして意義深い点を評価して頂い
た。その一方、我々が用いた「ウマの腱損傷」という

表現に関して、ヒトのアキレス腱の病態と比較し
た際にどの程度であるのかが伝わらなかった点
や、初回の超音波パワードップラー検査の後に、定
期的なフォローアップ検査が実施されていないこ
とが残念だとするコメントを頂いたため、今後の
発表や調査への反省点としたい。今後も、腱・靱帯
疾患の予防につながるような調査を継続していき
たい。
　本調査の遂行において、両トレーニング・セン
ター競走馬診療所の多大なる御協力を頂きました
ことを改めてお礼申し上げます。

○細胞表面抗原を用いたヒト靱帯幹細胞の同定お
よび分離

緒方勇亮ら(東京医科歯科大学)
　【目的】ヒト膝前十字靱帯(ACL)は再生能力に乏
しく、自家腱を用いた再建術が主な治療法となっ
ている。再生しにくい原因のひとつは解剖学的構
造に起因するものと考えられるが、組織や細胞に
起因する可能性もある。ACLに幹細胞が存在する
との報告はあるものの、詳細な解析は行われてい
ない。我々は細胞表面抗原を指標に靱帯幹細胞を
特異的に同定・分離することを目的とした。
　【方法】変形性膝関節症患者に対する人工膝関節
置換術施行後に得られたACL(n=5)を使用した。コ
ラゲナーゼ処理・抗体標識した後、フローサイト
メーターで解析・分離した。培養後にコロニー形成
能、骨・軟骨・脂肪への分化能、細胞表面抗原の比較
を行った。本研究は本学倫理委員会の承認を受け
て行われた。
　【結果】フローサイトメーターによる表面抗原解
析の結果、CD29, 44, 73, 90, 146, 166, 271マー
カーにおいて陽性分画が見られた。特に、CD73、 
90が共陽性の細胞は、生細胞と比較して最も多く
のコロニーを形成し(p＜0.001)、また骨・軟骨・脂
肪への分化能を持っていた。骨髄・滑膜に存在する
幹細胞のマーカー(CD90、271)とは異なり、靭帯幹
細胞はCD73、90共陽性であることが確認された。
　【考察及び結論】靱帯幹細胞は骨髄・滑膜間葉系
幹細胞とはやや違った表面マーカー発現をしてお
り、性質も異なるものと考えられる。また、骨髄や
滑膜中に存在する幹細胞との性質比較や、靭帯損

傷部への幹細胞移植治療などを行い、再生機構の
解明を行う予定である。
　細胞の表面には表面抗原(CD)が発現しており、
その抗原の有無によって細胞の性質は異なってい
る。本演題は、多種多様な細胞が含まれている靱帯
組織由来の細胞群から、セルソーティング機能を
有するフローサイトメーターを用いることによっ
て表面抗原を特定し、最もコロニー形成能や細胞
増殖能力が高い細胞群を「幹細胞」として分離した
報告である。　　
　演者らのグループはこれまでにも、同様の手法
を用いて滑膜や骨髄から「幹細胞」を分離してきた
が、その際に重要な役割を果たす表面抗原は
CD271であった。しかし、本調査において、靱帯由
来幹細胞ではCD271よりもCD73のほうが重要で
あることが明らかになった。このことは、異なる組
織から「幹細胞」を分離する際には、他の組織由来
の幹細胞で明らかになっている表面抗原を参考に
したとしても、必ずしも質の高い幹細胞が得られ
るわけではないことを示している。「幹細胞」と決
定するためには骨、軟骨および脂肪への分化能力
も確認する必要があるが、演者らのグループでは、

その分化能力よりも先に細胞増殖能力等を検定し
ている。これは、その細胞増殖能力などが優れてい
る細胞は、高い分化能力も有していることを演者
らが経験的に知っているからとのことであった。
　ウマ幹細胞においても、これまでに様々な表面
抗原が報告されている。しかし、幹細胞の表面抗原
は動物種によって異なるにも関わらず、ウマ幹細
胞の表面抗原を検索する際にヒトやマウスなどの
抗体が流用されているため、中には信頼性が低い
報告もある。また、それら全ての報告が一致した所
見を示しているわけではない。さらに、発現してい
る表面抗原は培養初日からの経過時間によって異
なることや、利用する細胞剥離剤によっても影響
を受けることが報告されている。その上、今回の報
告で示されたように、同じ動物種であっても、由来
組織が異なれば表面抗原も異なることが想像され
るため、「ウマ幹細胞」に発現している表面抗原を
解釈することは非常に複雑である。今後、ウマ幹細
胞に関する基礎的な研究を詳細に検討するために
は、実験に用いた「ウマ幹細胞」の表面抗原などの
特徴を示す必要があると考えられた。

(田村周久)

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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SHOCKWAVE JAPAN（ショックウェーブ療法セミナー）

　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）

　第31回日本整形外科学会基礎学術集会は、｢創
造する森　挑戦する炎｣をテーマに福岡県の福岡
国際会議場で平成28年10月13日と14日に開催さ
れた。789演題の応募演題の中から、630演題の一
般演題が採択(採択率79.8％)され、その内訳は口
演が310演題、ポスターが320演題であった。ま
た、一般演題以外にも整形外科全般に関する幅広
い内容のシンポジウムやパネルディスカッショ
ン、特別講演および教育研修講演が開催され、整形
外科に関する基礎研究の最前線に触れることがで
きた。以下にその概要を報告する。
　先日、米国で行われたウマ獣医師と再生医療に
係わる会議に招待された時の話である。本題のウ
マの関節軟骨の再生医療に関する話から脱線し、
関節炎治療におけるステロイドの使用に関して、
米国とヨーロッパの獣医師の考え方の違いが浮き
彫りになったディスカッションは興味深いもので
あった。米国のウマ獣医師は必要に応じてステロ
イドの治療を推奨し、一方、ヨーロッパの獣医師は
自らの疼痛や不快感を表現できないウマではステ
ロイドを投与することは避けるべきだと主張して
いた。その中心にあったステロイドが以下に紹介
するトリアムシノロンであった。

○炎症反応はマウス半月板再生過程において必要
なプロセスである

日山鐘浩ら(東京医科歯科大学大学院)
　演者らは、以前にマウスの内側半月板(MM)前方
1/2を切除し、その再生過程の組織学的評価を
行ったところ、切除後3 日で切除部位近傍の滑膜
組織へのマクロファージの浸潤を伴う炎症が観察
されること、2週後に切除領域近傍の滑膜組織の
増生と切除領域への線維芽細胞の浸潤、軟組織の
形成が生じること、また、この軟組織は切除後4週
で軟骨様へと分化し、6週で半月板とほぼ同等の
形態を有する組織へと成熟することを報告した。
以上の結果は、損傷半月板の修復プロセスにおい
て、滑膜炎症と損傷部位への線維芽細胞の浸潤が
非常に重要なステップである可能性を示唆してい
る。そこで今回、それぞれのイベントが生じる直前
にステロイドによる抑制をかけ、再生過程に及ぼ
す影響を検討した。
　C57BL/6マウス(8週、雄)の左膝MM前方1/2 切
除を行い、1日目または10日目にトリアムシノロ
ン(ケナコルト, 2.8μg/7μl)またはPBSの注射を
行った。術後3 日、2、6週に半月板の再生過程の組
織学的検討を行った。

　切除後1日目にトリアムシノロンを投与した群
では、3日目に観察されていた滑膜炎症が強く抑
制されていた。更に2週後における滑膜の増生、軟
組織の形成と6週後における軟骨分化と半月板様
組織の再構成が観察されなかった。切除後10日目
に投与した群では、2週における滑膜組織の細胞
密度の上昇と線維芽細胞の浸潤、軟組織の形成が
強く抑制されていた。その結果、6週においても再
生半月板は確認されなかった。
　本研究より、半月板損傷後の極早期に生じるマ
クロファージの浸潤を伴う滑膜炎症と滑膜の増
生、2週目付近で生じる切除部位への線維芽細胞
の浸潤のプロセスの双方が必須である可能性が示
唆された。
　本研究では、関節炎の炎症は必要悪であり、ステ
ロイドでそれを抑制することは治癒過程を阻害す
ることにつながることを示す報告であった。米国
のウマ獣医師は、本研究の成績についてどう思う
のか、ディスカッションしたくなった。
　次に紹介する演題は、腱の修復・再生における血
管新生に関連する研究である。我々も腱の修復課
程の進行や予後を検討するためにウマの損傷腱の
血管新生をエコーでモニターすることについて研
究を行ってきた。本研究では、どのような細胞が血
管新生に関与しているのかを検討していた。

○腱細胞における腱関連遺伝子と血管新生関連遺
伝子の検討

土谷早穂ら(名古屋大学大学院)
　腱の修復・再生において血管新生は重要な過程
と考えられている一方で、腱の変性疾患では血管
増生、血流増加と疼痛の関連性が示唆されている。
腱の炎症時に血管新生が与える影響を解明するこ
とは腱疾患の治療につながると考えられるが、腱
に重要な転写因子であるScleraxis(Scx)と血管新生
関連遺伝子の発現の関連は十分には解明されてい
ない。演者らは腱と血管新生の関連を検討した。
　ヒト膝前十字靱帯(ACL)再建時に採取した腱組
織から遊走した細胞を単層培養したヒト腱由来細
胞(HTDC)、不死化したヒト骨髄由来幹細胞株に
Scxを導入し腱前駆細胞株としたhMSC-Scxおよび
コントロールとして偽カセットを導入した

hMSC-Mockを用いた。これらにIL-1βを添加し、
腱関連遺伝子、血管新生関連遺伝子hypox i a  
inducible factor 1 alpha subunit(HIF1A)、
endothelial PAS domain protein 1(EPAS1)、
vascular endothelial growth factor(VEGF)の発現
の経時的な変化(6, 12, 24時間)をreal-time PCR法
によって測定した。またhMSC-Mockに対しsiRNA
を用いScxをノックダウンさせ同様に測定した。
　HTDCではIL-1β添加群では非添加群と比較し
SCXの発現低下、HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇
を認めた。hMSC-Scx, hMSC-Mockでは添加群と非
添加群間でScx, EPAS1, VEGFの発現に有意差な
く、HIF1AはhMSC-Scxでは添加後6, 12時間、
hMSC-Mockでは添加後6時間で非添加群よりも発
現上昇を認めた。SCXをノックダウンさせた
hMSC-MockではHTDC同様に添加群において
HIF1A, EPAS1, VEGFの発現上昇を認めた。
　HTDCではIL-1βを添加するとSCXの発現が抑
制され、血管新生関連遺伝子の発現が増大したが、
両細胞株ではIL-1βを添加してもHIF1Aが一過性
に上昇するのみであった。腱の炎症においては、よ
り分化した細胞の方が血管新生との関連が強く、
その際の血管新生関連遺伝子の発現にScxの発現
が関与している可能性が考えられる。
　本研究では腱前駆細胞よりも分化の進んだ腱由
来細胞が血管新生に関与しているという結果で
あった。しかし、腱に生じる炎症反応としてIL-1β
を添加しているが、実際の腱に生じる炎症の再現
には不十分であるように考えられ、異なる炎症モ
デルでも同様な成績が得られるのか疑問が残っ
た。一方、Scxは腱・靱帯で発現する転写因子であ
り、腱・靱帯細胞の分化・成熟に重要な役割を担っ
ているという認識であったが、血管新生にも関与
しているという考察自体は興味深く感じられた。

（笠嶋快周）

○多血小板血漿による腱細胞の遊走能促進作用は
白血球濃度により異なる

西尾啓史ら(順天堂大学)
　多血小板血漿（PRP）には血小板の他に白血球が
含まれる。この白血球の濃度や種類によってPRP
の性質が変わるという報告が近年散見される。今

回演者らは、in vitroにて白血球濃度と分画が腱細
胞遊走に及ぼす影響を検討した。
　白血球濃度の異なる3種類のPRPを以下のよう
に定義し、健常男性5人（平均31.2歳）より精製し
た（①Pure-PRP：白血球濃度が全血の1/10未満、②
Le u k o c y t e - p o o r ( L P ) - P R P：全血以下、③
Leukocyte-rich(LR)-PRP：全血以上）。前十字靱帯再
建術時に採取した半腱様筋腱からコラゲナーゼ法
により腱由来細胞を抽出し、無血清培地に各種
PRPおよび乏血小板血漿（PPP）を5%添加し培養し
た。Scratch wound assay（well内の細胞に水平一本
線の一定のひっかき傷を作ることで無細胞エリア
を作り、一定時間後に細胞がどれだけ伸長したか
を見る）によって細胞遊走能を評価した。
　Pure、LP-、LR-PRP群間に血小板濃度の差はな
く、平均は全血の4.1倍であった。白血球数はPure：
0.12±0.04（×103/µl）、LP：1.7±0.29、LR：
15.16±4.08であり、うち好中球数はPure：0、LP：
0.2±0、LR：5.66±1.15、リンパ球はPure：0、LP：
1.53±0.35、LR：8.32±3.49であった。PPPと比較
し、PRPは3群とも有意に24時間の時点での細胞
遊走能を促進したが、PRP群間の比較ではLR-PRP
群と比較し、LP-PRP群が有意に遊走を促進した。
Pure-PRP群とLP、LR-PRP群間には有意差が認め
られなかった。
　PRP中への白血球の混入具合によって腱細胞の
遊走能が異なることをうかがわせる結果となった
が、なぜLPで一番遊走能が高かったのかは不明で
あった。演者らは細胞増殖能も観察してみたが、バ
ラツキや個体差が大きく、結論が出なかったよう
である。我々はウマPRPをダブルスピン法で作製
するが、多くはリンパ球が90%以上を占める
LP-PRPとなる。演者らの報告がウマでも適用され
るなら、我々は遊走能が高いPRPを、彼らよりも高
い血小板濃縮率で作製していることとなり、治療
に適用する上で有益であると考えられた。

○前十字靱帯再建手術時に得られた関節液所見か
ら将来の軟骨変性を予測できるか

祖父江康司ら(名古屋大学)
　演者らは前十字靱帯再建手術時に得られた関節
液を用いて、バイオマーカーと軟骨損傷の関係を

継続的に調査している。今回は抜釘時に軟骨損傷
の程度を観察し、最初の関節液所見から将来の軟
骨変性を予測できるか検討した。
　バイオマーカーとして2型コラーゲン分解産物

（C2C）、ケラタン硫酸（KS）、コンドロイチン6硫酸
（C6S）、コンドロイチン4硫酸（C4S）を測定した。抜
釘時に大腿骨内外側顆部、脛骨内外側顆部、膝蓋
骨、大腿骨滑車部の6ヶ所の軟骨損傷を評価し、最
初の所見から進行した群と不変であった群に分け
て比較した。
　進行群と不変群でバイオマーカーを比較する
と、C6S 53.4 ng/ml : 73.5 ng/ml（進行群：不変
群）、KS 9.9 µg/ml : 11.9 µg/ml、C6S/C4S比 3.9 : 
4.4であり、いずれも進行群で有意に低かった。ロ
ジスティック回帰分析では、C6S、KS、C6S/C4S比
は、軟骨損傷の進行に対して負の相関があった。
　演者らが以前報告した内容によると、高度軟骨
損傷の場合はC2Cに正の相関が見られたそうであ
る。しかし今回は、C2Cは相関がなかった。一般的
に軟骨変性に伴いアグリカンのC6S、KSがC4Sに
置換されていくことが知られているそうで、これ
を考慮すると、軟骨損傷の進行と相関があるのは
コラーゲン代謝マーカーであるC2Cではなくアグ
リカン代謝マーカーであり、将来起こりうる軟骨
変性を予測するバイオマーカーとして有用である
可能性があるとした。ウマにおいては腕節構成
骨々折発症時の早急な骨片除去手術の普及によ
り、続発的な重篤な腕節炎の発症リスクはかなり
軽減されている。しかし難治性の腕節炎が存在す
ることも事実であり、あらためてウマ関節炎マー
カーの探索を検討する価値があるかも知れない。

（福田健太郎）

○腱内の微小血管とその後の重篤な腱損傷との関
連性 ―ウマを用いた検討―

田村周久ら（JRA競走馬総合研究所）
　【目的】健常では非常に少ない腱内の微小血管
は、tendinopathyの病態では炎症またはそれに伴
う修復過程として増加する。その病態が継続する
と、重篤な腱断裂に進行するという報告がある一
方、腱断裂とは関連しないとする報告もある。今
回、われわれは微小血管の有無とその後の重篤な

腱損傷との関連性、ならびに血管検査後の休養期
間の長短がその後の腱損傷に与える効果を検討す
ることを目的として、ヒトのアキレス腱と類似し
た役割および微小血管構造を有しているウマ浅指
屈腱を用いた調査を実施した。
　【方法】競走馬114頭の浅指屈腱に対して、超音
波パワードップラー検査を実施した。微小血管の
有無によって陽性群と陰性群に群分けし、その後
の腱損傷の発症頭数を追跡調査した。関連性の統
計解析には、χ2検定および相対危険度を用いた。
また陽性群では、検査後の休養期間を独立変数、腱
損傷の発症を従属変数としてROC解析した。
　【結果】腱損傷の発症率は陽性群が39.2％(20頭
/51頭)、陰性群が19.0％(12頭/63頭)であった。χ
2検定の結果、微小血管の有無と腱損傷の発症に
関連が認められ(p=0.017)、陽性群が発症する相対
危険度は、陰性群の2 . 06倍 (95％信頼区間:
1.12-3.80)であった。ROC解析の結果、90日間の休
養期間が境界となり、90日間以上の症例では発症
率が17.6％であった一方、89日間以下の症例では
発症率が50.0％であった。
　【考察および結論】本調査によって、腱内に微小
血管が認められる場合は、重篤化するリスクが高
いことが示された。また、適切な休養期間を設ける
ことによって、その後の重篤な腱損傷を回避でき
ることが考えられた。今後、疾患モデルとしてウマ
腱組織の修復過程を解析することによって、ヒト
腱組織の病態解明につながる可能性が示唆され
た。
　本演題は、臨床的な浅屈腱炎を発症していない
競走馬を対象とした調査であり、浅屈腱内に血管
が観察された症例は、観察されなかった症例より
も、その後に浅屈腱炎を発症した頭数が多かった
ことを明らかにしたものである。制限時間満了ま
でフロアから質問や意見を頂くことができ、セッ
ション終了後にも幾つかの質問を受けた。本演題
の興味深い点に対する建設的な意見が多くあり、
翌日に開催される異なるセッションにおいて、私
たちの調査内容を紹介したいという申し出も頂く
ことができた。また座長からも、本調査がヒトアス
リートのモデルとして意義深い点を評価して頂い
た。その一方、我々が用いた「ウマの腱損傷」という

表現に関して、ヒトのアキレス腱の病態と比較し
た際にどの程度であるのかが伝わらなかった点
や、初回の超音波パワードップラー検査の後に、定
期的なフォローアップ検査が実施されていないこ
とが残念だとするコメントを頂いたため、今後の
発表や調査への反省点としたい。今後も、腱・靱帯
疾患の予防につながるような調査を継続していき
たい。
　本調査の遂行において、両トレーニング・セン
ター競走馬診療所の多大なる御協力を頂きました
ことを改めてお礼申し上げます。

○細胞表面抗原を用いたヒト靱帯幹細胞の同定お
よび分離

緒方勇亮ら(東京医科歯科大学)
　【目的】ヒト膝前十字靱帯(ACL)は再生能力に乏
しく、自家腱を用いた再建術が主な治療法となっ
ている。再生しにくい原因のひとつは解剖学的構
造に起因するものと考えられるが、組織や細胞に
起因する可能性もある。ACLに幹細胞が存在する
との報告はあるものの、詳細な解析は行われてい
ない。我々は細胞表面抗原を指標に靱帯幹細胞を
特異的に同定・分離することを目的とした。
　【方法】変形性膝関節症患者に対する人工膝関節
置換術施行後に得られたACL(n=5)を使用した。コ
ラゲナーゼ処理・抗体標識した後、フローサイト
メーターで解析・分離した。培養後にコロニー形成
能、骨・軟骨・脂肪への分化能、細胞表面抗原の比較
を行った。本研究は本学倫理委員会の承認を受け
て行われた。
　【結果】フローサイトメーターによる表面抗原解
析の結果、CD29, 44, 73, 90, 146, 166, 271マー
カーにおいて陽性分画が見られた。特に、CD73、 
90が共陽性の細胞は、生細胞と比較して最も多く
のコロニーを形成し(p＜0.001)、また骨・軟骨・脂
肪への分化能を持っていた。骨髄・滑膜に存在する
幹細胞のマーカー(CD90、271)とは異なり、靭帯幹
細胞はCD73、90共陽性であることが確認された。
　【考察及び結論】靱帯幹細胞は骨髄・滑膜間葉系
幹細胞とはやや違った表面マーカー発現をしてお
り、性質も異なるものと考えられる。また、骨髄や
滑膜中に存在する幹細胞との性質比較や、靭帯損

傷部への幹細胞移植治療などを行い、再生機構の
解明を行う予定である。
　細胞の表面には表面抗原(CD)が発現しており、
その抗原の有無によって細胞の性質は異なってい
る。本演題は、多種多様な細胞が含まれている靱帯
組織由来の細胞群から、セルソーティング機能を
有するフローサイトメーターを用いることによっ
て表面抗原を特定し、最もコロニー形成能や細胞
増殖能力が高い細胞群を「幹細胞」として分離した
報告である。　　
　演者らのグループはこれまでにも、同様の手法
を用いて滑膜や骨髄から「幹細胞」を分離してきた
が、その際に重要な役割を果たす表面抗原は
CD271であった。しかし、本調査において、靱帯由
来幹細胞ではCD271よりもCD73のほうが重要で
あることが明らかになった。このことは、異なる組
織から「幹細胞」を分離する際には、他の組織由来
の幹細胞で明らかになっている表面抗原を参考に
したとしても、必ずしも質の高い幹細胞が得られ
るわけではないことを示している。「幹細胞」と決
定するためには骨、軟骨および脂肪への分化能力
も確認する必要があるが、演者らのグループでは、

その分化能力よりも先に細胞増殖能力等を検定し
ている。これは、その細胞増殖能力などが優れてい
る細胞は、高い分化能力も有していることを演者
らが経験的に知っているからとのことであった。
　ウマ幹細胞においても、これまでに様々な表面
抗原が報告されている。しかし、幹細胞の表面抗原
は動物種によって異なるにも関わらず、ウマ幹細
胞の表面抗原を検索する際にヒトやマウスなどの
抗体が流用されているため、中には信頼性が低い
報告もある。また、それら全ての報告が一致した所
見を示しているわけではない。さらに、発現してい
る表面抗原は培養初日からの経過時間によって異
なることや、利用する細胞剥離剤によっても影響
を受けることが報告されている。その上、今回の報
告で示されたように、同じ動物種であっても、由来
組織が異なれば表面抗原も異なることが想像され
るため、「ウマ幹細胞」に発現している表面抗原を
解釈することは非常に複雑である。今後、ウマ幹細
胞に関する基礎的な研究を詳細に検討するために
は、実験に用いた「ウマ幹細胞」の表面抗原などの
特徴を示す必要があると考えられた。

(田村周久)

○麻疹 － 国内流行と対策
竹田　誠（国立感染症研究所）
多屋馨子（国立感染症研究所）

　緊急セッションとして、2016年夏に流行した麻
疹についてのシンポジウムが設けられた。今回の
流行に関して、人気歌手のコンサートに麻疹患者
が参加していたこと、関西国際空港職員の間で流
行があったとの報道が記憶に新しい。麻疹の原因
となる麻疹ウイルスは空気感染し、伝播力が非常
に強い。1人の感染者が周囲の感受性者に感染さ
せる数（基本再生産数R0）が、インフルエンザが
2-3であるのに対し、麻疹は12‒18である。麻疹ウ
イルスは病原性および伝播力が強い一方で、これ
までに麻疹ウイルスの抗原性に変化は認められて
いない。そのためワクチンの効果は高く、ワクチン
接種が非常に有効である。前述した関西国際空港
職員間での流行では、最終的には約30名の感染者
が確認された。麻疹の発生確認後の対策として、発
熱者の出勤停止および職員へのワクチン接種を実
施した。この対策により2次感染は防ぐことはで

きなかったものの、3次感染を防ぎ30名程度の感
染者で終息することができた。
　今年の麻疹の流行は20-30歳代を中心に起こっ
たが、これはこの世代のワクチン接種率が低いた
めであると考えられる。20代前半より若い世代
は、1歳児と小学校入学前に公費で2度予防接種さ
れる制度が導入され、さらに2007年に高校生・大
学生に流行したのを受けて、中学１年生と高校３
年生に接種が行われたため、接種率は高い。一方、
40代以上の世代の多くは、子供のころに自然感染
している人が多く、自然に免疫を獲得している。
　麻疹の流行を防ぐためには、集団免疫が重要で
ある。日本の麻疹の流行は終息したものの、周辺国
では麻疹が流行しており、流行国からの帰国者が
頻繁に麻疹を日本で発症している。感染リスクは
常にあることからも、職場などにおけるワクチン
接種は有効であると考えさせられた演題であっ
た。

（根本　学）

　日本ウイルス学会が2016年10月23日から10月
25日の日程で、札幌市の札幌コンベンションセン
ターで開催された。以下に興味深かった演題につ
いてその概要を記す。

○Oral administration of Bifidobacterium 
b i fi d u m  G 9 - 1  a l l e v i a t e s  r o t a v i r u s  
gastroenteritis in suckling mice
（乳飲みマウスを用いたロタウイルス感染モデル
におけるBifidobacterium bifidum G9-1の経口投
与の効果）

Tomohiro Kawaharaら(Biofermin R & D Center)
　ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主要因
である。ロタウイルスワクチンが2011年から導入

され、胃腸炎の発症率および重症化を軽減してい
ることが報告されている。一方、症状発症後は脱水
症状の緩和を目的とした補液療法などの対症療法
が主体となっており、根本的な治療法は確立され
ていないのが現状である。Bifidobacterium bifidum 
G9-1（BBG9-1）は、下痢を含む腸内細菌叢の異常に
伴う症状の改善を目的として処方されているプロ
バイオティクスである。本研究では、BBG9-1の経
口投与がロタウイルス感染に与える効果につい
て、乳飲みマウス感染モデルを用いて検討した。
　感染モデルとして、サルロタウイルスSA-11株
を7日齢乳飲みマウス（系統：BALB/c）に経口投与
させた。BBG9-1を予防的投与および治療的投与と
して、それぞれ感染2日前または感染1日後から感

染7日後まで1日1回経口投与した。
　BBG9-1の予防的投与、治療的投与ともに下痢の
発症率および糞便スコアを有意に改善した。また
治療的投与において、感染2日後の結腸内容物お
よび糞便中のロタウイルス感染価を有意に減少さ
せるとともに、組織学的に腸管損傷を軽減してい
ることが確認された。さらにTGFβ1などの粘膜保
護因子、Occludinなどのタイトジャンクションの
構成因子、およびSGLT1などの腸管管腔の浸透圧
調節に関わる遺伝子の発現を有意に増加させた。
　BBG9-1の経口投与により、小腸粘膜の保護を誘
導し、ロタウイルス感染に伴う腸管の損傷を軽減
させることによって、ロタウイルス胃腸炎で認め
られる下痢症状を緩和させることが示唆された。
　本研究ではロタウイルス感染モデルとして
BALB/cを用いている。BALB/cを用いた報告は他
にも多く、筆者も初めはこの系統を用いてウマロ
タウイルスの乳飲みマウス感染モデルの確立に取
り組んだ。しかし残念ながら安定して結果を得る
ことが難しかったため、現在BALB/cから系統を変
えて実験を行っている。また本研究で使用されて
いるサルロタウイルスSA-11はBALB/cマウスに対
して病原性が高いとのことであり、ウイルスの培
養上清をそのまま投与しているとのことであっ
た。ウマロタウイルスはSA-11と比較すると、マウ
スに対して病原性が低く、培養上清を投与するだ
けでは消化器症状を引き起こさないため、ウイル
スを濃縮したものを投与している。ロタウイルス
の種類によってマウスへの病原性が大きく異なる
ことを実感した演題であったが、マウスがロタウ
イルス感染モデルとして有用であることも再認識
した演題であった。

○Therapeutic effects of favipiravir（T-705）
against severe fever with thrombocytopenia 
syndrome virus infection in a mouse lethal 
model（マウス感染モデルにおける重症熱性血小
板減少症候群ウイルス感染に対するファビピラビ
ル（T-705）の治療効果）
Hideki Taniら（Department of Virology, National 
Institute of Infectious Diseases）
　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、ブニヤウ

イルス科のSFTSウイルスによって引き起こされ
る、致死率の高いダニ媒介性の新興感染症である。
現在までに本病に対して有効な治療法およびワク
チンは存在しない。近年、演者らはファビピラビル

（T-705）がSFTSウイルスに対してin vitroおよびマ
ウスにおいて実験的に有効であることを報告して
いる。本研究では、マウス発症致死モデルを用いて
SFTS発症後のT-705の効果を調査することを目的
に実験を行った。
　1型インターフェロン受容体のノックアウトマ
ウスがSFTS発症致死モデルとして知られており、
本研究でも用いられた。このマウスにSFTSウイル
ス（106 TCID50）を感染させた後、120 mg/kg/day
または200 mg/kg/dayのT-705を経口投与した。
T-705投与期間はウイルス接種後0-4日、1-5日、
2-6日、3-7日、4-8日または5-9日であった。
　実験の結果、ウイルス接種後3日または4日以内
にそれぞれ1 2 0  m g / k g / d a yまたは2 0 0  
mg/kg/day のT-705投与を投与することにより、
全てのマウスが生存した。以上のことから、マウス
モデルにおいてSFTS発症後でさえも致死的な
SFTSに対してT-705が有効であることが明らかと
なった。これらの結果はT-705の投与がSFTS患者
に対する治療法のひとつになりうることを示唆し
ている。
　T-705は富山化学工業が開発した抗ウイルス薬
で、ウイルスのRNAポリメラーゼの活性を阻害す
ることによって抗ウイルス作用を示す。現在抗イ
ンフルエンザウイルス薬として製造販売承認され
ているが、T-705はその作用機序からさまざまな
RNAウイルスに対して効果が期待されている。
RNAウイルスであるエボラウイルス流行時には世
界的にT-705が注目され、実際にエボラウイルス
感染患者へ投与された。本研究では、近年致死的な
ウイルス病として問題となっているSFTSウイル
スに対してT-705が有効であることをマウスモデ
ルで示した興味深い演題であった。このように
T-705がRNAウイルスに対して効果を示す研究報
告が多く発表されている。ウマに感染するRNAウ
イルスも多く存在することから、これらのウイル
スに対してT-705の効果が期待される。
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

第93回日本獣医麻酔外科学会

　平成28年12月1日（木）～3日（土）に福岡国際会
議場で開催された第93回日本獣医麻酔外科学会
に参加したので、その概要を報告する。本学会は第
105回日本獣医循環器学会および第6回アジア獣
医外科学会との合同開催であった。

○サラブレッド種競走馬におけるセボフルラン吸
入麻酔とメデトミジン－プロポフォール持続静脈
内投与を併用したバランス麻酔法

徳重裕貴ら（JRA美浦トレーニング・センター）
　本演題は第59回JRA競走馬に関する調査研究発
表会で伊藤職員（美浦）が発表した演題を学会向け
にアレンジし、徳重職員（美浦）が発表したもので、

静脈麻酔薬プロポフォール（Pro）のメリットを生
かしたバランス麻酔法を再検討したものである。
　今回の実験では、JRA施設内においてルーティ
ンで行われている「セボフルラン（Sevo）吸入麻酔
＋メデトミジン（Med）持続静脈内投与（CRI）」をコ
ントロール群（C群）とし、さらにPro 3.0 mg/kg/hr 
CRI（P3群）およびPro 6.0 mg/kg/hr CRI（P6群）を
併用した麻酔法と比較検討した。（1）C群に比較し
てP3群およびP6群では、Sevo濃度の有意な低下に
より循環抑制が軽減された。（2）P6群では血漿中
Pro濃度が経時的に上昇したが、P3群では安定的
に推移した。（3）3群間で起立時間や起立グレード
に有意差は認められなかったものの、P3群では全
頭で起立グレードがG4以上、起立の試行回数が1
回と、極めて安全でスムーズな起立が実現した。以
上のことから、「Sevo吸入麻酔＋Med 3 .0  μ
g/kg/hr CRI＋Pro 3.0 mg/kg/hr CRI」が最もPro
のメリットを生かした安全な麻酔法だと結論付け
ている。
　会場からは「なぜ全静脈麻酔（TIVA）ではなく、
吸入麻酔との併用を選択したのか？」との質問が
あった。競走馬の場合、TIVAでは呼吸管理が難し
く、いずれにせよ人工呼吸が必要となることから、
吸入麻酔を軸に静脈麻酔薬のCRIを併用した麻酔
法が現実的であろう。

○サラブレッドにおける滑膜由来間葉系間質細胞
の他家及び自家移植による骨軟骨治療

大村昂也ら（JRA美浦トレーニング・センター）
　本演題は美浦トレーニング・センター競走馬診
療所と鹿児島大学共同獣医学部との共同研究であ
り、実験的に作成した骨軟骨欠損部に滑膜由来の
間葉系間質細胞（SM-MSCs）を移植し、その安全性
および骨軟骨の再生・治療効果を検証したもので
ある。
　今回の実験では、滑膜から培養した細胞の増殖
性、表面抗原、遺伝子発現および多分化能を解析し
た結果、培養細胞がMSCsであることが確認され
た。この他家由来のSM-MSCsを実験的骨軟骨欠損
部（n=3）に移植したところ、臨床所見に異常は認
められなかった。さらに、移植手術の3および6週
後、移植手術時に採取した自己滑膜から分離培養

した自家由来のSM-MSCsを関節注射し、9週後に
剖検した。骨軟骨欠損部の放射線透過容積は対照
肢よりも移植肢のほうが低値であったものの、有
意差は認められなかった。また、移植肢に特異的な
病理所見も認められず、平均肉眼および組織スコ
アにも有意差は認められなかった。
　SM-MSCsの他家および自家移植の安全性は確
認されたものの、n数が少なく、骨軟骨の再生・治療
効果を証明するには至らなかった。今後はn数を増
やして、さらなる検証を期待したい。
　会場からは「この実験系では他家移植と自家移
植の効果の比較ができないのでは？」、「移植され
た細胞の大部分は滑膜に流れているのでは？」な
どの質問があったが、いずれも今後の検討課題と
思われる。本題からは外れるが、競走馬の世界では
他家移植の是非についての意見統一がなされてい
ないので、実用化にあたっては慎重な対応が求め
られるであろう。

（太田　稔）

○神経ブロックの有用性の普及【教育講演】
長濱正太郎（日本動物麻酔科医協会・岐阜大学）

　いわゆるバランス麻酔の概念における神経ブ
ロックの位置づけについての講演であった。全身
投与するオピオイドなどは手術部位によらず鎮痛
することが可能であるが、神経ブロックなどの局
所麻酔法は作用部位が限られる。しかし、可能な限
り末梢レベルで鎮痛させる方が疼痛の伝導刺激を
少なくすることができるため、より高い鎮痛効果
が得られることが知られている。そのため、神経ブ
ロックは、近年その価値が高まっており、技術の進
歩とともに積極的に利用されている手法である。
さらに、小動物獣医療においては、局所麻酔の成功
率の上昇および合併症発生率の低下などの観点か
ら、超音波ガイドや電気による神経刺激法を併用
した神経ブロックが積極的に行われている。疼痛
に敏感な競走馬の診療においても、神経ブロック
は様々な場面で重宝される技術であるが、ほとん
どのケースで感覚的な投与が行われていると推察
される。今後は、超音波や神経刺激針などのガイド
を用いた神経ブロックについて、適用症例の判断
や投与手技に関する上達が必要と思われた。

短頭種の麻酔管理【シンポジウム】
1．短頭種における導入前の注意点

末松正弘（AMC末松どうぶつ病院）
2．短頭種の麻酔管理
長濱正太郎（一般社団法人日本動物麻酔科医協会・
岐阜大学）
　短頭種とは、口吻が短く、大きな頭蓋骨を有する
犬種のことであり、フレンチブルドッグ、ベキニー
ズ、パグなどに代表される。これらの犬種では、咽
喉頭部の解剖学的特徴から、複合的な閉塞性気道
障害を呈すことがあり、麻酔中の呼吸管理でトラ
ブルが絶えない。そのため、術前からの十分な酸素
化、嘔吐の抑制、適切な鎮静、自発呼吸の残存など
の処置を積極的に行うとともに、様々なサイズの

喉頭鏡やワンサイズ小さな気管チューブを事前に
用意しておくなど、リスク回避のための入念な準
備が行われている。競走馬の麻酔では、気道狭窄の
点で重大なトラブルを招くことは少ないが、特に
長時間麻酔の回復期にみられる鼻道浮腫は一般的
に遭遇する病態である。また、稀とはいえ回復期に
おける喉頭麻痺や喉頭痙攣の発生も報告されてい
る。気道狭窄による換気障害は、麻酔回復期の事故
を誘発するリスクファクターになることから、鼻
道噴霧用のフェニレフリン希釈液やサイズの小さ
い気管チューブ、気管切開セットなどは常に利用
できる環境を整える必要があると考えられた。

（小平和道）

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）
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　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
よる企業セミナーである。具体的には、ストルツメ
ディカルによる衝撃波（ショックウェーブ）治療器
の販促セミナーであるが、内容は３セッション７
演題で基礎から臨床応用に至るまでの興味深い内
容で構成されていた。
　ショックウェーブ治療は、ウマ臨床では約10年
前あたりから注目され始め、現在は主に筋痛除去
に多く用いられているが、ヒトではさらに以前か
ら治療による鎮痛消炎効果が報告されていた。現
在国内のヒト臨床分野では難治性足底腱膜炎（た
だし６ヶ月以上の保存療法で回復しないもの）の
治療でのみ保険適用されているが、一方海外では、
腱炎、骨折、離断性骨軟骨症の治療に幅広く用いら

れ、国内でも各種スポーツ障害の治療に対して実
験的に用いられている。ショックウェーブの発生
原理には大きく分けて２種類あり、それぞれの特
徴について詳細な説明が行われたが、運動器疾患
の治療に多く使用されるのは体外衝撃波治療法

（ESWT）であり、多くの演題でESWTに関する治療
成績および応用法に関する報告が行われた。
　なお、ショックウェーブ治療に関する概略は、
BTCニュース72号2-5ページ（2008年：各検索エン
ジンにて「ウマ　ショックウェーブ」で検索すると
常に上位にヒット）を参照されたい。

○体外衝撃波治療の原理と応用
高橋謙二（船橋整形外科病院）

　体外衝撃波療法（ESWT）は、腱炎や骨折治療に
効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

　平成28年12月1日（木）～3日（土）に福岡国際会
議場で開催された第93回日本獣医麻酔外科学会
に参加したので、その概要を報告する。本学会は第
105回日本獣医循環器学会および第6回アジア獣
医外科学会との合同開催であった。

○サラブレッド種競走馬におけるセボフルラン吸
入麻酔とメデトミジン－プロポフォール持続静脈
内投与を併用したバランス麻酔法

徳重裕貴ら（JRA美浦トレーニング・センター）
　本演題は第59回JRA競走馬に関する調査研究発
表会で伊藤職員（美浦）が発表した演題を学会向け
にアレンジし、徳重職員（美浦）が発表したもので、

静脈麻酔薬プロポフォール（Pro）のメリットを生
かしたバランス麻酔法を再検討したものである。
　今回の実験では、JRA施設内においてルーティ
ンで行われている「セボフルラン（Sevo）吸入麻酔
＋メデトミジン（Med）持続静脈内投与（CRI）」をコ
ントロール群（C群）とし、さらにPro 3.0 mg/kg/hr 
CRI（P3群）およびPro 6.0 mg/kg/hr CRI（P6群）を
併用した麻酔法と比較検討した。（1）C群に比較し
てP3群およびP6群では、Sevo濃度の有意な低下に
より循環抑制が軽減された。（2）P6群では血漿中
Pro濃度が経時的に上昇したが、P3群では安定的
に推移した。（3）3群間で起立時間や起立グレード
に有意差は認められなかったものの、P3群では全
頭で起立グレードがG4以上、起立の試行回数が1
回と、極めて安全でスムーズな起立が実現した。以
上のことから、「Sevo吸入麻酔＋Med 3 .0  μ
g/kg/hr CRI＋Pro 3.0 mg/kg/hr CRI」が最もPro
のメリットを生かした安全な麻酔法だと結論付け
ている。
　会場からは「なぜ全静脈麻酔（TIVA）ではなく、
吸入麻酔との併用を選択したのか？」との質問が
あった。競走馬の場合、TIVAでは呼吸管理が難し
く、いずれにせよ人工呼吸が必要となることから、
吸入麻酔を軸に静脈麻酔薬のCRIを併用した麻酔
法が現実的であろう。

○サラブレッドにおける滑膜由来間葉系間質細胞
の他家及び自家移植による骨軟骨治療

大村昂也ら（JRA美浦トレーニング・センター）
　本演題は美浦トレーニング・センター競走馬診
療所と鹿児島大学共同獣医学部との共同研究であ
り、実験的に作成した骨軟骨欠損部に滑膜由来の
間葉系間質細胞（SM-MSCs）を移植し、その安全性
および骨軟骨の再生・治療効果を検証したもので
ある。
　今回の実験では、滑膜から培養した細胞の増殖
性、表面抗原、遺伝子発現および多分化能を解析し
た結果、培養細胞がMSCsであることが確認され
た。この他家由来のSM-MSCsを実験的骨軟骨欠損
部（n=3）に移植したところ、臨床所見に異常は認
められなかった。さらに、移植手術の3および6週
後、移植手術時に採取した自己滑膜から分離培養

した自家由来のSM-MSCsを関節注射し、9週後に
剖検した。骨軟骨欠損部の放射線透過容積は対照
肢よりも移植肢のほうが低値であったものの、有
意差は認められなかった。また、移植肢に特異的な
病理所見も認められず、平均肉眼および組織スコ
アにも有意差は認められなかった。
　SM-MSCsの他家および自家移植の安全性は確
認されたものの、n数が少なく、骨軟骨の再生・治療
効果を証明するには至らなかった。今後はn数を増
やして、さらなる検証を期待したい。
　会場からは「この実験系では他家移植と自家移
植の効果の比較ができないのでは？」、「移植され
た細胞の大部分は滑膜に流れているのでは？」な
どの質問があったが、いずれも今後の検討課題と
思われる。本題からは外れるが、競走馬の世界では
他家移植の是非についての意見統一がなされてい
ないので、実用化にあたっては慎重な対応が求め
られるであろう。

（太田　稔）

○神経ブロックの有用性の普及【教育講演】
長濱正太郎（日本動物麻酔科医協会・岐阜大学）

　いわゆるバランス麻酔の概念における神経ブ
ロックの位置づけについての講演であった。全身
投与するオピオイドなどは手術部位によらず鎮痛
することが可能であるが、神経ブロックなどの局
所麻酔法は作用部位が限られる。しかし、可能な限
り末梢レベルで鎮痛させる方が疼痛の伝導刺激を
少なくすることができるため、より高い鎮痛効果
が得られることが知られている。そのため、神経ブ
ロックは、近年その価値が高まっており、技術の進
歩とともに積極的に利用されている手法である。
さらに、小動物獣医療においては、局所麻酔の成功
率の上昇および合併症発生率の低下などの観点か
ら、超音波ガイドや電気による神経刺激法を併用
した神経ブロックが積極的に行われている。疼痛
に敏感な競走馬の診療においても、神経ブロック
は様々な場面で重宝される技術であるが、ほとん
どのケースで感覚的な投与が行われていると推察
される。今後は、超音波や神経刺激針などのガイド
を用いた神経ブロックについて、適用症例の判断
や投与手技に関する上達が必要と思われた。

短頭種の麻酔管理【シンポジウム】
1．短頭種における導入前の注意点

末松正弘（AMC末松どうぶつ病院）
2．短頭種の麻酔管理
長濱正太郎（一般社団法人日本動物麻酔科医協会・
岐阜大学）
　短頭種とは、口吻が短く、大きな頭蓋骨を有する
犬種のことであり、フレンチブルドッグ、ベキニー
ズ、パグなどに代表される。これらの犬種では、咽
喉頭部の解剖学的特徴から、複合的な閉塞性気道
障害を呈すことがあり、麻酔中の呼吸管理でトラ
ブルが絶えない。そのため、術前からの十分な酸素
化、嘔吐の抑制、適切な鎮静、自発呼吸の残存など
の処置を積極的に行うとともに、様々なサイズの

喉頭鏡やワンサイズ小さな気管チューブを事前に
用意しておくなど、リスク回避のための入念な準
備が行われている。競走馬の麻酔では、気道狭窄の
点で重大なトラブルを招くことは少ないが、特に
長時間麻酔の回復期にみられる鼻道浮腫は一般的
に遭遇する病態である。また、稀とはいえ回復期に
おける喉頭麻痺や喉頭痙攣の発生も報告されてい
る。気道狭窄による換気障害は、麻酔回復期の事故
を誘発するリスクファクターになることから、鼻
道噴霧用のフェニレフリン希釈液やサイズの小さ
い気管チューブ、気管切開セットなどは常に利用
できる環境を整える必要があると考えられた。

（小平和道）

れている。しかし、その作用機序に関してはわかっ
ていないことが多い。衝撃波を用いた治療が最初
に応用されたのは、尿結石の破砕に対してであっ
た。その過程で、衝撃波が骨折治癒を促進している
可能性がある所見が認められ、試行的に難治性の
骨折に応用したところ治癒促進効果が得られた。
この効果をもたらすのは、衝撃波が骨細胞内に作
り出す、著しい高エネルギーを伴った泡（キャビ
テーション）であると考えられている。近年では、
このキャビテーション効果によって発生するスー
パーオキサイドが、患部周囲の骨芽細胞、幹細胞、
軟骨細胞におけるTGFb1、BMP-2,3,4、PCNA遺伝
子発現を高めて細胞活性が高まり、また骨芽細胞
におけるVEGF発現を高めることで血管新生誘導
が促進されて骨化を促進させるということがわ
かってきた。
　骨折治療に対する応用から遅れて、腱靱帯炎に
対してESWTを行い良好な結果を得たという報告
が散見されるようになる。腱の炎症の病態は、腱線
維の微小破断、出血、血腫の形成、コラーゲン線維
による代替という経過をたどる。急性期には炎症
部位において疼痛感覚を伝達させる神経細胞網が
構築される。これら感覚神経は線維再生期である
慢性期においても消失せず、疼痛刺激がリハビリ
テーションの妨げとなる。ショックウェーブは残
存する皮下神経終末を破壊し、また脊髄後根神経
節におけるニューロペプチド伝導を抑制させ、疼
痛を減弱させることが近年報告された。また腱細
胞に対しても、eNOS、VEGF、PCNA、TGFb1の発現
を促進させ、IL6、MMP1,2,13発現を抑制させるこ

とが報告された。
　以上のエビデンスにより、ヒトでは腱炎の病態
を改善するためというよりは、疼痛を減弱させて
リハビリを円滑に行うための治療器具として
ショックウェーブを導入している病院が多いそう
である。ウマでも腱炎に対するショックウェーブ
治療に関する報告が散見されるが、その成果は賛
否両論である。自身も常磐支所でリハビリ中の浅
屈腱炎罹患馬の治療に使用した経験があるが、屈
腱傷害部のエコー輝度が処置後まもなく一旦減弱
する所見が見られたため、再生線維組織の破断を
疑いリハビリ進度を控えるケースがあった。１ヶ
月後には再び輝度が増し、臨床症状も認めないこ
とから通常のリハビリメニューを再開したが、屈
腱炎に対する使用には慎重さが必要だと考えさせ
られた経験がある。ヒトの整形外科医の中には、衝
撃波が生み出すエネルギーは軟部組織には大きす
ぎるとの考えを持った者もいて、臨床応用には今
後のさらなる検討が必要だろう。
　また、ヒトの腱炎の治療に関しては、ショック
ウェーブよりも多血小板血漿（PRP）治療を選択す
る整形外科医が増えているとのことであったが、
ヒトではPRPを投与した箇所は非常に疼痛を伴う
ようになり、とてもリハビリどころではなくなる
との意見があった。最近ではショックウェーブと
PRPとでどちらが腱炎治癒を促進させるのかが議
論になるそうだが、大変興味深く、今後の続報が待
たれる。

（福田健太郎）



　本セミナーは、カールストロツ・エンドスコ
ピー・ジャパン株式会社、日本メディカルネクスト
株式会社、ストルツメディカル株式会社の共催に
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○体外衝撃波治療の原理と応用
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効果があるとの報告が多く、国内外で広く応用さ

　平成28年12月1日（木）～3日（土）に福岡国際会
議場で開催された第93回日本獣医麻酔外科学会
に参加したので、その概要を報告する。本学会は第
105回日本獣医循環器学会および第6回アジア獣
医外科学会との合同開催であった。

○サラブレッド種競走馬におけるセボフルラン吸
入麻酔とメデトミジン－プロポフォール持続静脈
内投与を併用したバランス麻酔法

徳重裕貴ら（JRA美浦トレーニング・センター）
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にアレンジし、徳重職員（美浦）が発表したもので、

静脈麻酔薬プロポフォール（Pro）のメリットを生
かしたバランス麻酔法を再検討したものである。
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ある。
　今回の実験では、滑膜から培養した細胞の増殖
性、表面抗原、遺伝子発現および多分化能を解析し
た結果、培養細胞がMSCsであることが確認され
た。この他家由来のSM-MSCsを実験的骨軟骨欠損
部（n=3）に移植したところ、臨床所見に異常は認
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他家移植の是非についての意見統一がなされてい
ないので、実用化にあたっては慎重な対応が求め
られるであろう。

（太田　稔）

○神経ブロックの有用性の普及【教育講演】
長濱正太郎（日本動物麻酔科医協会・岐阜大学）
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短頭種の麻酔管理【シンポジウム】
1．短頭種における導入前の注意点

末松正弘（AMC末松どうぶつ病院）
2．短頭種の麻酔管理
長濱正太郎（一般社団法人日本動物麻酔科医協会・
岐阜大学）
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備が行われている。競走馬の麻酔では、気道狭窄の
点で重大なトラブルを招くことは少ないが、特に
長時間麻酔の回復期にみられる鼻道浮腫は一般的
に遭遇する病態である。また、稀とはいえ回復期に
おける喉頭麻痺や喉頭痙攣の発生も報告されてい
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　　その他、この規定に定めのない事柄は、編集委員会の協議を経て別に定める。
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「馬の科学」執筆要領
１．原稿の作成

　原稿は、A4 版横書きとし、ワープロソフト（Microsoft Word が望ましい）を用いて、
下記の留意事項に従って作成して下さい。
２．校正

　校正は、原則として執筆者は初校の１回のみとし、再校および三校以上は編集主幹な
らびに印刷所が行うものとします。
３．転載の承認

　本誌は、普及誌（学術誌ではありません）です。原稿作成にあたり、他の文献などか
ら図表を引用する場合には、その転載許可は原則として著者の責任で行って下さい。
４．用語

　専門用語は、原則として日本語で記し、英語訳が必要と思われる場合には、日本語の
後に付記して下さい。付記する英語は、本文の最初に出てくる場所のみとします。動・
植物名および外国の国名は、原則としてカタカナで表記して下さい。学名はイタリック
体で、度量衡の単位と略号は、CGS 単位または国際単位（SI 単位）を用いて下さい。
数字および英字は半角文字を用いて下さい。
５．引用文献

　記載方法は、一般的な学術誌の投稿規定に準じます。
　本文中に引用ヶ所を明記し、著者名、発行年、タイトル、誌名、巻数ならびに頁を最
後に記載して下さい。
６．図（写真）

　写真は鮮明なものを使用し、印刷物からの複写は原則として避けて下さい。
７．原稿に関する照会および送付先

〒329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
日本中央競馬会競走馬総合研究所

「馬の科学」編集主幹　宛
メールによる送付先アドレス：equisci@equinst.go.jp
電話：0285-44-0090（代表）
ファクシミリ：0285-44-5676

※許可なく記事の転載を禁じます
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