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の修復過程で観察される組織学的所見と、そのB
モード超音波所見がよく一致する[7]ため、Bモー
ド超音波検査(Bモード検査)は、修復の評価によく
利用されている。特に腱横断面積の減少、腱損傷部
のエコー輝度の回復および腱線維配列の再整列化
などのBモード検査で得られる組織構造の変化は、
腱組織の修復状態の指標として利用できることが
報告されている[6, 8] 。しかし、実際の臨床現場で
は、十分な組織強度の回復が進んでいないにも関
わらず、損傷部のエコー輝度が早期に回復するこ
とで良好に修復していると誤認されてしまうこと
[7]があるため、組織修復の程度をエコー輝度の増
減のみによって評価することは容易ではない。特
に修復段階の後半においては、損傷部のエコー輝
度の回復および腱横断面積の減少が既に生じてい
る上、腱線維配列の再整列化に関しても評価が難
しい状態にある[9]ため、Bモード検査を用いた評
価には限界がある。その一方、修復段階の後半に実
施するリハビリテーションは、競走復帰に向けて
実施されるキャンターやギャロップなどの強度が
高い運動であるため、曳き運動やウォータート
レッドミルなどの強度が低い運動を実施するリハ
ビリテーション前半よりも腱組織の修復程度を詳
細かつ慎重に評価する必要がある。以上のことか
ら、安全なリハビリテーションを実施するために
は、リハビリテーションの後半においても腱組織
の修復を評価できるような新たな指標が必要とさ
れている。
　新しい超音波技術である超音波エラストグラ
フィ(Real-time elastography; RTE)は、組織内部の
硬さを非侵襲的に評価することが可能である。ヒ
ト整形外科領域において、アキレス腱の組織強度
を生体のまま評価可能であったことが報告されて
いる[10]。ウマにおいても正常な浅屈腱組織の硬
さを評価することが可能であり、異なる試験者で
あっても検査の再現性が良好であったことが既に
報告されている[11]。しかしながら、浅屈腱炎を発
症したウマ腱組織に本法を応用した報告は少な
い。損傷腱の組織強度は、組織学的な観点や物理学
的な観点(引っ張り試験)から修復が進むにつれて
回復することが報告されている[12-14]。浅屈腱炎
発症例の修復過程における腱組織の組織強度を

RTEによって適切に評価することができれば、リ
ハビリテーションを従来よりも安全かつ効果的に
実施できると考えられる。本研究の目的は、明らか
に異なる修復過程にある損傷腱の組織強度の相違
をRTEによって評価できるか検討することであ
る。今回、我々は浅屈腱炎発症からの経過日数が異
なる症例を用いて、そのBモード検査所見および
RTE所見を比較した。
 
材料と方法
　対象症例は、日本中央競馬会 競走馬リハビリ
テーションセンター(いわき市、福島県)にて規定
のリハビリテーションを受けている浅屈腱炎発症
例(サラブレッド種競走馬)の中から、発症時にお
けるBモード検査において、その損傷タイプがコア
型であり、最大損傷部位が副手根骨直下から
16-20cm遠位の範囲に存在し、最大損傷部位にお
ける横断面積に占める低エコー部が占める割合が
20.0-22.8%と、概ね損傷の程度が同等と判断され
る症例6頭を選択した。それらの体重は476±19 
kg (平均値±標準偏差)、年齢は3 ~ 5歳（中央値4
歳）であった(表１)。これら６頭を発症からの経過
日数に従って、発症から10日以内であり馬房内で
休養していた馬を急性炎症期群（症例1と2）、発症
から6ヶ月経過し、騎乗運動での常歩運動に加え
てウォータートレッドミルでの速歩運動を実施し
ていた馬を6ヶ月経過群（症例3と4） 、発症から
12ヶ月経過し、ダート走路において1600mの駆歩
運動を実施していた馬を12ヶ月経過群（症例5と
6）の3群に分類した(表１)。全ての症例は規定のリ
ハビリテーション期間中に、浅屈腱炎の再発や悪
化を示唆する所見は認められず、全身状態は良好
だった。
　超音波検査は、Bモード検査およびRTEの両モー
ドを同時に描出できるデジタル超音波診断装置

(HI VISION Avius、日立アロカメディコ株式会社、
東京)と13MHzのリニアプローブ(EUP-L65、日立
アロカメディコ株式会社、東京)を用いて実施し
た。超音波検査は安静時に両前肢を整列させ、体重
を患肢に負荷した状態で、最大損傷部位の縦断像
と横断像を記録した。RTEを実施する際には、検査
画面に表示される圧力インジケーターを参考にす
ることによって、一定のリズムかつ適切な圧力で
用手によるプローブ操作ができるように調整した
[15, 16]。本機種のRTEでは、参考領域(region of 
interest; ROI)の中の組織の相対的な硬さが、軟ら
かい部分は赤色、やや軟らかい部分は黄色、中程度
は緑色、そして硬い部分は青色で表現される(図
1)。本研究においてはROIの大きさを統一し、縦断
面、横断面ともに浅屈腱および深屈腱が全て含ま
れるように規定した。全ての超音波検査は試験者
が異なることで生じうる検査結果への影響をなく
すために同一試験者が実施した。

　超音波検査の画像データは全て動画で記録し、

その中から、試験者とその症例の臨床症状を知ら
ない臨床助手の二人の合議によって､De Zordoら
の報告[17] に沿って診断に最適な腱の画像を縦
断面と横断面のそれぞれで選択した。Bモード検査
で得られたその症例の代表的な画像をBモード所
見とした。RTEでは、単一の画像に一時的に示され
た色調のみを評価してしまうことを防ぐために、
超音波診断装置に備え付けられているソフトウェ
アを用いて、代表的な画像を含む連続前後３枚の
画像の硬さ情報を平均化した[15]。平均化して得
られた画像をその症例のRTE所見とし、損傷部に
示された色調を評価した。これらのBモード所見と
RTE所見について発症からの経過日数の異なる3
群間で比較した。
 
結果
　急性炎症期群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像の両方において、周囲の腱組織
と比較して、損傷部は明瞭な低エコー領域として
描出され、腱線維配列は喪失していた。RTEでは、
縦断像および横断像の両方において、損傷部に一
致して赤色から黄色、および緑色が描出され、周囲
の腱組織は青色で描出された(図1; A, Bおよび図2; 
A, B)。
　6ヶ月経過群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像ともに損傷部のエコー輝度が周
囲の浅屈腱組織のエコー輝度と同程度であり、両
者の境界は不明瞭であった。急性期群と比較する
と腱線維配列の整列化が認められた。またRTEに
おいては、縦断像および横断像ともに周囲の浅屈
腱組織は青く描出されたが、損傷部は黄色主体で
描出され、わずかに赤色または緑色が分布した(図
1; C, Dおよび図2; C, D)。
　12ヶ月経過群2症例のBモード検査による縦断
像および横断像は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部
のエコー輝度と周囲の浅屈腱組織のエコー輝度が
ほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭であった。縦
断像における損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群
の腱線維配列とほぼ同様の整列化が認められた。
一方RTEでは、横断像および縦断像の両方におい
て、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出され
ており、緑色の範囲が減少していた。周囲の浅屈腱

組織は青色で描出された。急性炎症期群および
6ヶ月経過群で観察された損傷部の赤色または黄
色の分布は認められなかった(図1; E, Fおよび図2; 
E, F)。RTEでは、縦断像と横断像ともに皮下組織や
浅屈腱と深屈腱の間の結合組織、およびスタンド
オフパッドが赤色から黄色で描出されることも
あった(図1、2)。
 
考察
　発症からの経過日数の異なる、つまり、浅屈腱組
織の修復過程が明らかに異なる3群6症例に対し
てRTEを含めた超音波検査を実施したところ、縦
断像および横断像ともに全ての症例において損傷
部周囲の健常な浅屈腱組織が青色で表現された。
その一方、損傷部で特徴的に観察された色調は3
群間で異なっており、急性炎症期群では周囲より
も軟らかいことを示す赤色、6ヶ月経過群では周

囲よりもやや軟らかいことを示す黄色、そして、
12ヶ月経過群では周囲とほぼ同程度の硬さであ
ることを示す緑色から青色であった。Bモード検査
群では急性期と6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の所
見は明らかに異なっていたが、6ヶ月経過群と
12ヶ月経過群の間では大きな違いが認められな
かった。
　浅屈腱炎を発症した腱組織の組織学的な修復過
程は以下のように報告されている[7],[18]；急性炎
症期の損傷部は微細な腱線維の断裂にともなう出
血、浮腫、線維素析出および単核細胞が浸潤する。
次に、増生期の腱損傷部では線維芽細胞の増生、新
生血管による肉芽組織の形成、線維化および未成
熟な腱組織の再形成が生じる。そして、その後のリ
モデリング期では、損傷部における線維化が進行
し瘢痕が形成される。こうした一連の組織学的な
修復所見から組織強度の回復が考えられている
[14]。また、損傷した腱組織の引っ張り試験におい
て、組織修復が進んでいるほど物理特性が回復し、
健常な腱組織に近づくことが明らかになっている
こと[12, 13]から、修復過程を通じて組織強度が回
復することが力学的にも示されている。本調査の
RTE所見において、急性炎症期群に損傷部が赤色
で表示されたことは、周囲の浅屈腱組織よりも著
しく柔らかい状態であることを示している。また、
6ヶ月経過群の損傷部が黄色主体で描出されたこ
とは急性炎症期群の症例の損傷部よりも硬いと評
価され、さらに、12ヶ月経過群の損傷部が緑色ま
たは青色で描出されたことは6ヶ月経過群の損傷
部よりも硬いと評価されたことを示している。ま
た、12ヶ月経過群の損傷部の色調が周囲の浅屈腱
組織と同様の色調を一部で示したことは、健常な
腱組織の硬さに近いことを示している。損傷した
腱組織に対してRTEを実施したヒト整形外科領域
の報告においても、発症初期は周囲の腱組織より
も損傷部が軟らかく描出されたものの、組織修復
とともに損傷部の硬さが回復したことが示されて
いる[16, 19, 20]。以上のことから、発症からの時
間の経過とともに組織修復が進んだことで損傷部
の強度が回復しており、それに伴う腱組織の硬さ
の相違をRTEが適正に評価したものと考えられ
た。

　修復の進行を評価する観点から3群間の腱損傷
部におけるBモード画像を比較すると、急性期炎症
群と6ヶ月経過群の間では、縦断像、横断像ともに
明らかなエコー輝度の上昇および腱線維配列の再
整列化が認められるため、異なる修復段階にある
ことが判断できた。その一方、6ヶ月経過群と12ヶ
月経過群での間では、縦断像、横断像ともに腱損傷
部におけるエコー輝度の明瞭な違いは認められ
ず、縦断像における腱線維配列の整列化もわずか
なものでしかないため、異なる修復段階にあるこ
との判断が困難であった。そのため発症から概ね
6ヶ月程度経過した時期(リハビリテーション後
期)においては、Bモード画像のみで修復の進行を
評価することは難しいと考えられた。その一方、3
群間のRTE所見を比較すると、縦断像、横断像とも
に急性炎症期群、6ヶ月経過群および12ヶ月経過
群の全ての群間において、腱損傷部が明らかに異
なる色調によって示され、組織強度の観点から全
て異なる修復段階にあることが評価可能であっ
た。以上のことから、Bモード検査では修復進行の
評価が難しくなるリハビリテーション後期であっ
ても、RTE検査を用いた損傷部の組織強度を評価
することによって、修復の進行を評価できる可能
性が考えられた。
　RTEはプローブの圧力やROIの設定範囲がROI内
の色調表示に影響を与えることが知られている。
そういった影響を少なくするために、備え付けら
れている圧力インジケーターの利用や複数画像を
用いた解析方法、およびROIの設定範囲の規定な
ど、検査手技を統一することが推奨されている
[15-17, 20]。検査手技を統一することによって検
査結果の再現性が高まり[11, 21, 22]、組織学的な
所見とRTEの所見が一致したことがヒトおよびウ
マで報告されている[19]。本調査においても、全て
の超音波検査を同一試験者が統一された超音波設
定や方法を用いて実施した。また、画像選択のバイ
アスを少なくするために、複数のRTE画像を平均
化して得られた画像をその症例の検査結果として
評価に用いた。こうした検査方法の統一によって
手技が結果に与える影響を最小限にすることがで
きた。最後に、本研究では競走復帰を目指した現役
競走馬を対象症例としていることから損傷腱組織

の病理組織学的な評価は実施できなかったため、
腱組織の状態とRTE所見の相関性について精査す
るにはさらなる調査が必要であることを付言して
おく。
　本研究を総括すると、RTEは異なる組織強度を
有するウマ浅屈腱組織にそれぞれ対応した画像評
価を示すことが明らかになった。この技術を用い
ることで浅屈腱炎の修復過程をBモード検査によ
る組織構造の変化だけではなく、組織強度の変化
という観点からも評価できることが示された。特
に組織修復の評価が難しくなるリハビリテーショ
ン後期においてはBモード検査とRTEを併用する
ことで、効果的かつ安全なリハビリテーションが
実施できると考えた。
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研究レポート

田村周久1)・黒田泰輔1)・琴寄泰光1) *・福田健太郎1)・額田紀雄2) **・加藤智弘2)* ・笠嶋快周1) 

はじめに
　1992年の競走馬を対象としたアメリカの調査
によると、重篤な屈腱炎の初回発症および再発症
を含めた発症率は1000頭中ダートでは0.941頭、
芝では0.580頭であり[1]、浅屈腱炎は競走馬の引
退に関連する重大な疾患であることが報告されて
いる[2-4]。浅屈腱炎の治療として物理療法、薬物
療法および外科的治療[5]が報告されており、それ

らの治療に加えて、屈腱の線維配列を良好にし、腱
損傷部と周囲の癒着を最小限にするためにリハビ
リテーション(規定された運動プログラム)が一般
的に利用されている[6]。リハビリテーションとし
て個々の症例に適切な運動負荷量を設定するため
には、腱組織の修復の程度を正確に評価すること
が重要である。浅屈腱炎発症後の出血、肉芽組織の
増生から瘢痕組織形成に至るまでの浅屈腱損傷部

要旨

　生体のまま組織内部の硬さの情報を色調の変化で視覚化できる超音波エラストグラフィ(RTE)を用
いて、浅屈腱炎発症例の修復過程における腱組織の組織強度を適切に評価することができれば、リハビ
リテーションを従来よりも安全かつ効果的に実施することができる。本研究の目的は、RTEが異なる修
復過程にある損傷腱の硬さの違いを評価できるか検討することである。6頭のサラブレッド種競走馬を
浅屈腱炎発症からの経過日数に従って、急性炎症期群、6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の3群（各群2頭）に
分けた。これらの症例の損傷腱に対して、Bモード超音波(Bモード)検査とRTEを実施し、各検査で得られ
た所見を3群間で比較した。その結果、急性炎症期群では、Bモード検査によって明らかなエコー輝度の
低下が観察され、RTEでは損傷部が赤色、周囲の健常組織が青色で表示された。6ヶ月経過群では、Bモー
ド検査によって損傷部のエコー輝度の上昇(周囲の腱組織と同レベル)と腱線維配列の整列化が観察さ
れ、RTEでは、損傷部が黄色から緑色で示された。12ヶ月経過群のBモード画像は6ヶ月経過群と同様で
あったが、RTEでは損傷部が緑色から青色で表現されており、周囲の腱組織とほぼ同様の色で示された。
　本研究によって、RTEを用いることで異なる修復過程にある損傷腱の硬さをそれぞれ異なる色調で評
価できることが明らかになった。また、Bモード検査では、腱組織が修復しているかどうか判断すること
が難しい時期(損傷部における明らかな低エコーがなくなり、腱線維配列が概ね回復した時期)以降も、
RTEを用いて損傷部の硬さの回復、つまり組織強度の回復を評価することによって、腱組織の修復を判
断できる可能性が示された。

1)Tamura Norihisa, Kuroda Taisuke, Kotoyori Yasumitsu, Fukuda Kentaro, Kasashima Yoshinori : 競走馬総合研究所
2）Nukada Norio, Kato Tomohiro : 競走馬リハビリテーションセンター
* 現  栗東トレーニング・センター
** 現  馬事部
この研究レポートは、Veterinary Record 2017. 180 : 120に掲載された論文を改編し、和訳したものである。

ウマ浅屈腱炎発症例に対する
超音波エラストグラフィの応用
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の修復過程で観察される組織学的所見と、そのB
モード超音波所見がよく一致する[7]ため、Bモー
ド超音波検査(Bモード検査)は、修復の評価によく
利用されている。特に腱横断面積の減少、腱損傷部
のエコー輝度の回復および腱線維配列の再整列化
などのBモード検査で得られる組織構造の変化は、
腱組織の修復状態の指標として利用できることが
報告されている[6, 8] 。しかし、実際の臨床現場で
は、十分な組織強度の回復が進んでいないにも関
わらず、損傷部のエコー輝度が早期に回復するこ
とで良好に修復していると誤認されてしまうこと
[7]があるため、組織修復の程度をエコー輝度の増
減のみによって評価することは容易ではない。特
に修復段階の後半においては、損傷部のエコー輝
度の回復および腱横断面積の減少が既に生じてい
る上、腱線維配列の再整列化に関しても評価が難
しい状態にある[9]ため、Bモード検査を用いた評
価には限界がある。その一方、修復段階の後半に実
施するリハビリテーションは、競走復帰に向けて
実施されるキャンターやギャロップなどの強度が
高い運動であるため、曳き運動やウォータート
レッドミルなどの強度が低い運動を実施するリハ
ビリテーション前半よりも腱組織の修復程度を詳
細かつ慎重に評価する必要がある。以上のことか
ら、安全なリハビリテーションを実施するために
は、リハビリテーションの後半においても腱組織
の修復を評価できるような新たな指標が必要とさ
れている。
　新しい超音波技術である超音波エラストグラ
フィ(Real-time elastography; RTE)は、組織内部の
硬さを非侵襲的に評価することが可能である。ヒ
ト整形外科領域において、アキレス腱の組織強度
を生体のまま評価可能であったことが報告されて
いる[10]。ウマにおいても正常な浅屈腱組織の硬
さを評価することが可能であり、異なる試験者で
あっても検査の再現性が良好であったことが既に
報告されている[11]。しかしながら、浅屈腱炎を発
症したウマ腱組織に本法を応用した報告は少な
い。損傷腱の組織強度は、組織学的な観点や物理学
的な観点(引っ張り試験)から修復が進むにつれて
回復することが報告されている[12-14]。浅屈腱炎
発症例の修復過程における腱組織の組織強度を

RTEによって適切に評価することができれば、リ
ハビリテーションを従来よりも安全かつ効果的に
実施できると考えられる。本研究の目的は、明らか
に異なる修復過程にある損傷腱の組織強度の相違
をRTEによって評価できるか検討することであ
る。今回、我々は浅屈腱炎発症からの経過日数が異
なる症例を用いて、そのBモード検査所見および
RTE所見を比較した。
 
材料と方法
　対象症例は、日本中央競馬会 競走馬リハビリ
テーションセンター(いわき市、福島県)にて規定
のリハビリテーションを受けている浅屈腱炎発症
例(サラブレッド種競走馬)の中から、発症時にお
けるBモード検査において、その損傷タイプがコア
型であり、最大損傷部位が副手根骨直下から
16-20cm遠位の範囲に存在し、最大損傷部位にお
ける横断面積に占める低エコー部が占める割合が
20.0-22.8%と、概ね損傷の程度が同等と判断され
る症例6頭を選択した。それらの体重は476±19 
kg (平均値±標準偏差)、年齢は3 ~ 5歳（中央値4
歳）であった(表１)。これら６頭を発症からの経過
日数に従って、発症から10日以内であり馬房内で
休養していた馬を急性炎症期群（症例1と2）、発症
から6ヶ月経過し、騎乗運動での常歩運動に加え
てウォータートレッドミルでの速歩運動を実施し
ていた馬を6ヶ月経過群（症例3と4） 、発症から
12ヶ月経過し、ダート走路において1600mの駆歩
運動を実施していた馬を12ヶ月経過群（症例5と
6）の3群に分類した(表１)。全ての症例は規定のリ
ハビリテーション期間中に、浅屈腱炎の再発や悪
化を示唆する所見は認められず、全身状態は良好
だった。
　超音波検査は、Bモード検査およびRTEの両モー
ドを同時に描出できるデジタル超音波診断装置

(HI VISION Avius、日立アロカメディコ株式会社、
東京)と13MHzのリニアプローブ(EUP-L65、日立
アロカメディコ株式会社、東京)を用いて実施し
た。超音波検査は安静時に両前肢を整列させ、体重
を患肢に負荷した状態で、最大損傷部位の縦断像
と横断像を記録した。RTEを実施する際には、検査
画面に表示される圧力インジケーターを参考にす
ることによって、一定のリズムかつ適切な圧力で
用手によるプローブ操作ができるように調整した
[15, 16]。本機種のRTEでは、参考領域(region of 
interest; ROI)の中の組織の相対的な硬さが、軟ら
かい部分は赤色、やや軟らかい部分は黄色、中程度
は緑色、そして硬い部分は青色で表現される(図
1)。本研究においてはROIの大きさを統一し、縦断
面、横断面ともに浅屈腱および深屈腱が全て含ま
れるように規定した。全ての超音波検査は試験者
が異なることで生じうる検査結果への影響をなく
すために同一試験者が実施した。

　超音波検査の画像データは全て動画で記録し、

その中から、試験者とその症例の臨床症状を知ら
ない臨床助手の二人の合議によって､De Zordoら
の報告[17] に沿って診断に最適な腱の画像を縦
断面と横断面のそれぞれで選択した。Bモード検査
で得られたその症例の代表的な画像をBモード所
見とした。RTEでは、単一の画像に一時的に示され
た色調のみを評価してしまうことを防ぐために、
超音波診断装置に備え付けられているソフトウェ
アを用いて、代表的な画像を含む連続前後３枚の
画像の硬さ情報を平均化した[15]。平均化して得
られた画像をその症例のRTE所見とし、損傷部に
示された色調を評価した。これらのBモード所見と
RTE所見について発症からの経過日数の異なる3
群間で比較した。
 
結果
　急性炎症期群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像の両方において、周囲の腱組織
と比較して、損傷部は明瞭な低エコー領域として
描出され、腱線維配列は喪失していた。RTEでは、
縦断像および横断像の両方において、損傷部に一
致して赤色から黄色、および緑色が描出され、周囲
の腱組織は青色で描出された(図1; A, Bおよび図2; 
A, B)。
　6ヶ月経過群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像ともに損傷部のエコー輝度が周
囲の浅屈腱組織のエコー輝度と同程度であり、両
者の境界は不明瞭であった。急性期群と比較する
と腱線維配列の整列化が認められた。またRTEに
おいては、縦断像および横断像ともに周囲の浅屈
腱組織は青く描出されたが、損傷部は黄色主体で
描出され、わずかに赤色または緑色が分布した(図
1; C, Dおよび図2; C, D)。
　12ヶ月経過群2症例のBモード検査による縦断
像および横断像は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部
のエコー輝度と周囲の浅屈腱組織のエコー輝度が
ほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭であった。縦
断像における損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群
の腱線維配列とほぼ同様の整列化が認められた。
一方RTEでは、横断像および縦断像の両方におい
て、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出され
ており、緑色の範囲が減少していた。周囲の浅屈腱

組織は青色で描出された。急性炎症期群および
6ヶ月経過群で観察された損傷部の赤色または黄
色の分布は認められなかった(図1; E, Fおよび図2; 
E, F)。RTEでは、縦断像と横断像ともに皮下組織や
浅屈腱と深屈腱の間の結合組織、およびスタンド
オフパッドが赤色から黄色で描出されることも
あった(図1、2)。
 
考察
　発症からの経過日数の異なる、つまり、浅屈腱組
織の修復過程が明らかに異なる3群6症例に対し
てRTEを含めた超音波検査を実施したところ、縦
断像および横断像ともに全ての症例において損傷
部周囲の健常な浅屈腱組織が青色で表現された。
その一方、損傷部で特徴的に観察された色調は3
群間で異なっており、急性炎症期群では周囲より
も軟らかいことを示す赤色、6ヶ月経過群では周

囲よりもやや軟らかいことを示す黄色、そして、
12ヶ月経過群では周囲とほぼ同程度の硬さであ
ることを示す緑色から青色であった。Bモード検査
群では急性期と6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の所
見は明らかに異なっていたが、6ヶ月経過群と
12ヶ月経過群の間では大きな違いが認められな
かった。
　浅屈腱炎を発症した腱組織の組織学的な修復過
程は以下のように報告されている[7],[18]；急性炎
症期の損傷部は微細な腱線維の断裂にともなう出
血、浮腫、線維素析出および単核細胞が浸潤する。
次に、増生期の腱損傷部では線維芽細胞の増生、新
生血管による肉芽組織の形成、線維化および未成
熟な腱組織の再形成が生じる。そして、その後のリ
モデリング期では、損傷部における線維化が進行
し瘢痕が形成される。こうした一連の組織学的な
修復所見から組織強度の回復が考えられている
[14]。また、損傷した腱組織の引っ張り試験におい
て、組織修復が進んでいるほど物理特性が回復し、
健常な腱組織に近づくことが明らかになっている
こと[12, 13]から、修復過程を通じて組織強度が回
復することが力学的にも示されている。本調査の
RTE所見において、急性炎症期群に損傷部が赤色
で表示されたことは、周囲の浅屈腱組織よりも著
しく柔らかい状態であることを示している。また、
6ヶ月経過群の損傷部が黄色主体で描出されたこ
とは急性炎症期群の症例の損傷部よりも硬いと評
価され、さらに、12ヶ月経過群の損傷部が緑色ま
たは青色で描出されたことは6ヶ月経過群の損傷
部よりも硬いと評価されたことを示している。ま
た、12ヶ月経過群の損傷部の色調が周囲の浅屈腱
組織と同様の色調を一部で示したことは、健常な
腱組織の硬さに近いことを示している。損傷した
腱組織に対してRTEを実施したヒト整形外科領域
の報告においても、発症初期は周囲の腱組織より
も損傷部が軟らかく描出されたものの、組織修復
とともに損傷部の硬さが回復したことが示されて
いる[16, 19, 20]。以上のことから、発症からの時
間の経過とともに組織修復が進んだことで損傷部
の強度が回復しており、それに伴う腱組織の硬さ
の相違をRTEが適正に評価したものと考えられ
た。

　修復の進行を評価する観点から3群間の腱損傷
部におけるBモード画像を比較すると、急性期炎症
群と6ヶ月経過群の間では、縦断像、横断像ともに
明らかなエコー輝度の上昇および腱線維配列の再
整列化が認められるため、異なる修復段階にある
ことが判断できた。その一方、6ヶ月経過群と12ヶ
月経過群での間では、縦断像、横断像ともに腱損傷
部におけるエコー輝度の明瞭な違いは認められ
ず、縦断像における腱線維配列の整列化もわずか
なものでしかないため、異なる修復段階にあるこ
との判断が困難であった。そのため発症から概ね
6ヶ月程度経過した時期(リハビリテーション後
期)においては、Bモード画像のみで修復の進行を
評価することは難しいと考えられた。その一方、3
群間のRTE所見を比較すると、縦断像、横断像とも
に急性炎症期群、6ヶ月経過群および12ヶ月経過
群の全ての群間において、腱損傷部が明らかに異
なる色調によって示され、組織強度の観点から全
て異なる修復段階にあることが評価可能であっ
た。以上のことから、Bモード検査では修復進行の
評価が難しくなるリハビリテーション後期であっ
ても、RTE検査を用いた損傷部の組織強度を評価
することによって、修復の進行を評価できる可能
性が考えられた。
　RTEはプローブの圧力やROIの設定範囲がROI内
の色調表示に影響を与えることが知られている。
そういった影響を少なくするために、備え付けら
れている圧力インジケーターの利用や複数画像を
用いた解析方法、およびROIの設定範囲の規定な
ど、検査手技を統一することが推奨されている
[15-17, 20]。検査手技を統一することによって検
査結果の再現性が高まり[11, 21, 22]、組織学的な
所見とRTEの所見が一致したことがヒトおよびウ
マで報告されている[19]。本調査においても、全て
の超音波検査を同一試験者が統一された超音波設
定や方法を用いて実施した。また、画像選択のバイ
アスを少なくするために、複数のRTE画像を平均
化して得られた画像をその症例の検査結果として
評価に用いた。こうした検査方法の統一によって
手技が結果に与える影響を最小限にすることがで
きた。最後に、本研究では競走復帰を目指した現役
競走馬を対象症例としていることから損傷腱組織

の病理組織学的な評価は実施できなかったため、
腱組織の状態とRTE所見の相関性について精査す
るにはさらなる調査が必要であることを付言して
おく。
　本研究を総括すると、RTEは異なる組織強度を
有するウマ浅屈腱組織にそれぞれ対応した画像評
価を示すことが明らかになった。この技術を用い
ることで浅屈腱炎の修復過程をBモード検査によ
る組織構造の変化だけではなく、組織強度の変化
という観点からも評価できることが示された。特
に組織修復の評価が難しくなるリハビリテーショ
ン後期においてはBモード検査とRTEを併用する
ことで、効果的かつ安全なリハビリテーションが
実施できると考えた。
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はじめに
　1992年の競走馬を対象としたアメリカの調査
によると、重篤な屈腱炎の初回発症および再発症
を含めた発症率は1000頭中ダートでは0.941頭、
芝では0.580頭であり[1]、浅屈腱炎は競走馬の引
退に関連する重大な疾患であることが報告されて
いる[2-4]。浅屈腱炎の治療として物理療法、薬物
療法および外科的治療[5]が報告されており、それ

らの治療に加えて、屈腱の線維配列を良好にし、腱
損傷部と周囲の癒着を最小限にするためにリハビ
リテーション(規定された運動プログラム)が一般
的に利用されている[6]。リハビリテーションとし
て個々の症例に適切な運動負荷量を設定するため
には、腱組織の修復の程度を正確に評価すること
が重要である。浅屈腱炎発症後の出血、肉芽組織の
増生から瘢痕組織形成に至るまでの浅屈腱損傷部

表1　各症例の発症からの経過時間、患肢、性別、年
齢、体重、MIZ-%HYP、およびリハビリテーション内容
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の修復過程で観察される組織学的所見と、そのB
モード超音波所見がよく一致する[7]ため、Bモー
ド超音波検査(Bモード検査)は、修復の評価によく
利用されている。特に腱横断面積の減少、腱損傷部
のエコー輝度の回復および腱線維配列の再整列化
などのBモード検査で得られる組織構造の変化は、
腱組織の修復状態の指標として利用できることが
報告されている[6, 8] 。しかし、実際の臨床現場で
は、十分な組織強度の回復が進んでいないにも関
わらず、損傷部のエコー輝度が早期に回復するこ
とで良好に修復していると誤認されてしまうこと
[7]があるため、組織修復の程度をエコー輝度の増
減のみによって評価することは容易ではない。特
に修復段階の後半においては、損傷部のエコー輝
度の回復および腱横断面積の減少が既に生じてい
る上、腱線維配列の再整列化に関しても評価が難
しい状態にある[9]ため、Bモード検査を用いた評
価には限界がある。その一方、修復段階の後半に実
施するリハビリテーションは、競走復帰に向けて
実施されるキャンターやギャロップなどの強度が
高い運動であるため、曳き運動やウォータート
レッドミルなどの強度が低い運動を実施するリハ
ビリテーション前半よりも腱組織の修復程度を詳
細かつ慎重に評価する必要がある。以上のことか
ら、安全なリハビリテーションを実施するために
は、リハビリテーションの後半においても腱組織
の修復を評価できるような新たな指標が必要とさ
れている。
　新しい超音波技術である超音波エラストグラ
フィ(Real-time elastography; RTE)は、組織内部の
硬さを非侵襲的に評価することが可能である。ヒ
ト整形外科領域において、アキレス腱の組織強度
を生体のまま評価可能であったことが報告されて
いる[10]。ウマにおいても正常な浅屈腱組織の硬
さを評価することが可能であり、異なる試験者で
あっても検査の再現性が良好であったことが既に
報告されている[11]。しかしながら、浅屈腱炎を発
症したウマ腱組織に本法を応用した報告は少な
い。損傷腱の組織強度は、組織学的な観点や物理学
的な観点(引っ張り試験)から修復が進むにつれて
回復することが報告されている[12-14]。浅屈腱炎
発症例の修復過程における腱組織の組織強度を

RTEによって適切に評価することができれば、リ
ハビリテーションを従来よりも安全かつ効果的に
実施できると考えられる。本研究の目的は、明らか
に異なる修復過程にある損傷腱の組織強度の相違
をRTEによって評価できるか検討することであ
る。今回、我々は浅屈腱炎発症からの経過日数が異
なる症例を用いて、そのBモード検査所見および
RTE所見を比較した。
 
材料と方法
　対象症例は、日本中央競馬会 競走馬リハビリ
テーションセンター(いわき市、福島県)にて規定
のリハビリテーションを受けている浅屈腱炎発症
例(サラブレッド種競走馬)の中から、発症時にお
けるBモード検査において、その損傷タイプがコア
型であり、最大損傷部位が副手根骨直下から
16-20cm遠位の範囲に存在し、最大損傷部位にお
ける横断面積に占める低エコー部が占める割合が
20.0-22.8%と、概ね損傷の程度が同等と判断され
る症例6頭を選択した。それらの体重は476±19 
kg (平均値±標準偏差)、年齢は3 ~ 5歳（中央値4
歳）であった(表１)。これら６頭を発症からの経過
日数に従って、発症から10日以内であり馬房内で
休養していた馬を急性炎症期群（症例1と2）、発症
から6ヶ月経過し、騎乗運動での常歩運動に加え
てウォータートレッドミルでの速歩運動を実施し
ていた馬を6ヶ月経過群（症例3と4） 、発症から
12ヶ月経過し、ダート走路において1600mの駆歩
運動を実施していた馬を12ヶ月経過群（症例5と
6）の3群に分類した(表１)。全ての症例は規定のリ
ハビリテーション期間中に、浅屈腱炎の再発や悪
化を示唆する所見は認められず、全身状態は良好
だった。
　超音波検査は、Bモード検査およびRTEの両モー
ドを同時に描出できるデジタル超音波診断装置

(HI VISION Avius、日立アロカメディコ株式会社、
東京)と13MHzのリニアプローブ(EUP-L65、日立
アロカメディコ株式会社、東京)を用いて実施し
た。超音波検査は安静時に両前肢を整列させ、体重
を患肢に負荷した状態で、最大損傷部位の縦断像
と横断像を記録した。RTEを実施する際には、検査
画面に表示される圧力インジケーターを参考にす
ることによって、一定のリズムかつ適切な圧力で
用手によるプローブ操作ができるように調整した
[15, 16]。本機種のRTEでは、参考領域(region of 
interest; ROI)の中の組織の相対的な硬さが、軟ら
かい部分は赤色、やや軟らかい部分は黄色、中程度
は緑色、そして硬い部分は青色で表現される(図
1)。本研究においてはROIの大きさを統一し、縦断
面、横断面ともに浅屈腱および深屈腱が全て含ま
れるように規定した。全ての超音波検査は試験者
が異なることで生じうる検査結果への影響をなく
すために同一試験者が実施した。

　超音波検査の画像データは全て動画で記録し、

その中から、試験者とその症例の臨床症状を知ら
ない臨床助手の二人の合議によって､De Zordoら
の報告[17] に沿って診断に最適な腱の画像を縦
断面と横断面のそれぞれで選択した。Bモード検査
で得られたその症例の代表的な画像をBモード所
見とした。RTEでは、単一の画像に一時的に示され
た色調のみを評価してしまうことを防ぐために、
超音波診断装置に備え付けられているソフトウェ
アを用いて、代表的な画像を含む連続前後３枚の
画像の硬さ情報を平均化した[15]。平均化して得
られた画像をその症例のRTE所見とし、損傷部に
示された色調を評価した。これらのBモード所見と
RTE所見について発症からの経過日数の異なる3
群間で比較した。
 
結果
　急性炎症期群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像の両方において、周囲の腱組織
と比較して、損傷部は明瞭な低エコー領域として
描出され、腱線維配列は喪失していた。RTEでは、
縦断像および横断像の両方において、損傷部に一
致して赤色から黄色、および緑色が描出され、周囲
の腱組織は青色で描出された(図1; A, Bおよび図2; 
A, B)。
　6ヶ月経過群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像ともに損傷部のエコー輝度が周
囲の浅屈腱組織のエコー輝度と同程度であり、両
者の境界は不明瞭であった。急性期群と比較する
と腱線維配列の整列化が認められた。またRTEに
おいては、縦断像および横断像ともに周囲の浅屈
腱組織は青く描出されたが、損傷部は黄色主体で
描出され、わずかに赤色または緑色が分布した(図
1; C, Dおよび図2; C, D)。
　12ヶ月経過群2症例のBモード検査による縦断
像および横断像は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部
のエコー輝度と周囲の浅屈腱組織のエコー輝度が
ほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭であった。縦
断像における損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群
の腱線維配列とほぼ同様の整列化が認められた。
一方RTEでは、横断像および縦断像の両方におい
て、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出され
ており、緑色の範囲が減少していた。周囲の浅屈腱

組織は青色で描出された。急性炎症期群および
6ヶ月経過群で観察された損傷部の赤色または黄
色の分布は認められなかった(図1; E, Fおよび図2; 
E, F)。RTEでは、縦断像と横断像ともに皮下組織や
浅屈腱と深屈腱の間の結合組織、およびスタンド
オフパッドが赤色から黄色で描出されることも
あった(図1、2)。
 
考察
　発症からの経過日数の異なる、つまり、浅屈腱組
織の修復過程が明らかに異なる3群6症例に対し
てRTEを含めた超音波検査を実施したところ、縦
断像および横断像ともに全ての症例において損傷
部周囲の健常な浅屈腱組織が青色で表現された。
その一方、損傷部で特徴的に観察された色調は3
群間で異なっており、急性炎症期群では周囲より
も軟らかいことを示す赤色、6ヶ月経過群では周

囲よりもやや軟らかいことを示す黄色、そして、
12ヶ月経過群では周囲とほぼ同程度の硬さであ
ることを示す緑色から青色であった。Bモード検査
群では急性期と6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の所
見は明らかに異なっていたが、6ヶ月経過群と
12ヶ月経過群の間では大きな違いが認められな
かった。
　浅屈腱炎を発症した腱組織の組織学的な修復過
程は以下のように報告されている[7],[18]；急性炎
症期の損傷部は微細な腱線維の断裂にともなう出
血、浮腫、線維素析出および単核細胞が浸潤する。
次に、増生期の腱損傷部では線維芽細胞の増生、新
生血管による肉芽組織の形成、線維化および未成
熟な腱組織の再形成が生じる。そして、その後のリ
モデリング期では、損傷部における線維化が進行
し瘢痕が形成される。こうした一連の組織学的な
修復所見から組織強度の回復が考えられている
[14]。また、損傷した腱組織の引っ張り試験におい
て、組織修復が進んでいるほど物理特性が回復し、
健常な腱組織に近づくことが明らかになっている
こと[12, 13]から、修復過程を通じて組織強度が回
復することが力学的にも示されている。本調査の
RTE所見において、急性炎症期群に損傷部が赤色
で表示されたことは、周囲の浅屈腱組織よりも著
しく柔らかい状態であることを示している。また、
6ヶ月経過群の損傷部が黄色主体で描出されたこ
とは急性炎症期群の症例の損傷部よりも硬いと評
価され、さらに、12ヶ月経過群の損傷部が緑色ま
たは青色で描出されたことは6ヶ月経過群の損傷
部よりも硬いと評価されたことを示している。ま
た、12ヶ月経過群の損傷部の色調が周囲の浅屈腱
組織と同様の色調を一部で示したことは、健常な
腱組織の硬さに近いことを示している。損傷した
腱組織に対してRTEを実施したヒト整形外科領域
の報告においても、発症初期は周囲の腱組織より
も損傷部が軟らかく描出されたものの、組織修復
とともに損傷部の硬さが回復したことが示されて
いる[16, 19, 20]。以上のことから、発症からの時
間の経過とともに組織修復が進んだことで損傷部
の強度が回復しており、それに伴う腱組織の硬さ
の相違をRTEが適正に評価したものと考えられ
た。

　修復の進行を評価する観点から3群間の腱損傷
部におけるBモード画像を比較すると、急性期炎症
群と6ヶ月経過群の間では、縦断像、横断像ともに
明らかなエコー輝度の上昇および腱線維配列の再
整列化が認められるため、異なる修復段階にある
ことが判断できた。その一方、6ヶ月経過群と12ヶ
月経過群での間では、縦断像、横断像ともに腱損傷
部におけるエコー輝度の明瞭な違いは認められ
ず、縦断像における腱線維配列の整列化もわずか
なものでしかないため、異なる修復段階にあるこ
との判断が困難であった。そのため発症から概ね
6ヶ月程度経過した時期(リハビリテーション後
期)においては、Bモード画像のみで修復の進行を
評価することは難しいと考えられた。その一方、3
群間のRTE所見を比較すると、縦断像、横断像とも
に急性炎症期群、6ヶ月経過群および12ヶ月経過
群の全ての群間において、腱損傷部が明らかに異
なる色調によって示され、組織強度の観点から全
て異なる修復段階にあることが評価可能であっ
た。以上のことから、Bモード検査では修復進行の
評価が難しくなるリハビリテーション後期であっ
ても、RTE検査を用いた損傷部の組織強度を評価
することによって、修復の進行を評価できる可能
性が考えられた。
　RTEはプローブの圧力やROIの設定範囲がROI内
の色調表示に影響を与えることが知られている。
そういった影響を少なくするために、備え付けら
れている圧力インジケーターの利用や複数画像を
用いた解析方法、およびROIの設定範囲の規定な
ど、検査手技を統一することが推奨されている
[15-17, 20]。検査手技を統一することによって検
査結果の再現性が高まり[11, 21, 22]、組織学的な
所見とRTEの所見が一致したことがヒトおよびウ
マで報告されている[19]。本調査においても、全て
の超音波検査を同一試験者が統一された超音波設
定や方法を用いて実施した。また、画像選択のバイ
アスを少なくするために、複数のRTE画像を平均
化して得られた画像をその症例の検査結果として
評価に用いた。こうした検査方法の統一によって
手技が結果に与える影響を最小限にすることがで
きた。最後に、本研究では競走復帰を目指した現役
競走馬を対象症例としていることから損傷腱組織

の病理組織学的な評価は実施できなかったため、
腱組織の状態とRTE所見の相関性について精査す
るにはさらなる調査が必要であることを付言して
おく。
　本研究を総括すると、RTEは異なる組織強度を
有するウマ浅屈腱組織にそれぞれ対応した画像評
価を示すことが明らかになった。この技術を用い
ることで浅屈腱炎の修復過程をBモード検査によ
る組織構造の変化だけではなく、組織強度の変化
という観点からも評価できることが示された。特
に組織修復の評価が難しくなるリハビリテーショ
ン後期においてはBモード検査とRTEを併用する
ことで、効果的かつ安全なリハビリテーションが
実施できると考えた。
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はじめに
　1992年の競走馬を対象としたアメリカの調査
によると、重篤な屈腱炎の初回発症および再発症
を含めた発症率は1000頭中ダートでは0.941頭、
芝では0.580頭であり[1]、浅屈腱炎は競走馬の引
退に関連する重大な疾患であることが報告されて
いる[2-4]。浅屈腱炎の治療として物理療法、薬物
療法および外科的治療[5]が報告されており、それ

らの治療に加えて、屈腱の線維配列を良好にし、腱
損傷部と周囲の癒着を最小限にするためにリハビ
リテーション(規定された運動プログラム)が一般
的に利用されている[6]。リハビリテーションとし
て個々の症例に適切な運動負荷量を設定するため
には、腱組織の修復の程度を正確に評価すること
が重要である。浅屈腱炎発症後の出血、肉芽組織の
増生から瘢痕組織形成に至るまでの浅屈腱損傷部

図1　各症例の横断像超音波検査所見
Real-time elastography(RTE)(左)とBモード検査(右)
A (症例1) とB(症例2); 急性期炎症群。Bモード検査によって描出
されている損傷部の低エコー領域に一致して、RTEでは赤色や
黄色、および緑色が描出されている。周囲の浅屈腱組織は青色
で描出されている。C (症例3) と D(症例4); 6ヶ月経過群。Bモー
ド検査では腱線維配列の再構築が観察できる。また損傷部のエ
コー輝度は周囲の浅屈腱組織とほぼ同等であり、その境界は不
明瞭となっている。RTEでは、損傷部は黄色主体で描出され、わ
ずかに赤色または緑色が描出された。周囲の浅屈腱組織は青く
描出された。E (症例5) と F(症例6); 12ヶ月経過群。Bモード検査
では、損傷部の線維化または瘢痕化によって、6ヶ月経過群と同
様に損傷部のエコー輝度は周囲の浅屈腱組織と同程度に描出
された。その一方、RTEでは、6ヶ月経過群とは異なり、損傷部の
一部が薄緑色で描出されているが、ほとんどは周囲の浅屈腱組
織と同様の青色で描出された。
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の修復過程で観察される組織学的所見と、そのB
モード超音波所見がよく一致する[7]ため、Bモー
ド超音波検査(Bモード検査)は、修復の評価によく
利用されている。特に腱横断面積の減少、腱損傷部
のエコー輝度の回復および腱線維配列の再整列化
などのBモード検査で得られる組織構造の変化は、
腱組織の修復状態の指標として利用できることが
報告されている[6, 8] 。しかし、実際の臨床現場で
は、十分な組織強度の回復が進んでいないにも関
わらず、損傷部のエコー輝度が早期に回復するこ
とで良好に修復していると誤認されてしまうこと
[7]があるため、組織修復の程度をエコー輝度の増
減のみによって評価することは容易ではない。特
に修復段階の後半においては、損傷部のエコー輝
度の回復および腱横断面積の減少が既に生じてい
る上、腱線維配列の再整列化に関しても評価が難
しい状態にある[9]ため、Bモード検査を用いた評
価には限界がある。その一方、修復段階の後半に実
施するリハビリテーションは、競走復帰に向けて
実施されるキャンターやギャロップなどの強度が
高い運動であるため、曳き運動やウォータート
レッドミルなどの強度が低い運動を実施するリハ
ビリテーション前半よりも腱組織の修復程度を詳
細かつ慎重に評価する必要がある。以上のことか
ら、安全なリハビリテーションを実施するために
は、リハビリテーションの後半においても腱組織
の修復を評価できるような新たな指標が必要とさ
れている。
　新しい超音波技術である超音波エラストグラ
フィ(Real-time elastography; RTE)は、組織内部の
硬さを非侵襲的に評価することが可能である。ヒ
ト整形外科領域において、アキレス腱の組織強度
を生体のまま評価可能であったことが報告されて
いる[10]。ウマにおいても正常な浅屈腱組織の硬
さを評価することが可能であり、異なる試験者で
あっても検査の再現性が良好であったことが既に
報告されている[11]。しかしながら、浅屈腱炎を発
症したウマ腱組織に本法を応用した報告は少な
い。損傷腱の組織強度は、組織学的な観点や物理学
的な観点(引っ張り試験)から修復が進むにつれて
回復することが報告されている[12-14]。浅屈腱炎
発症例の修復過程における腱組織の組織強度を

RTEによって適切に評価することができれば、リ
ハビリテーションを従来よりも安全かつ効果的に
実施できると考えられる。本研究の目的は、明らか
に異なる修復過程にある損傷腱の組織強度の相違
をRTEによって評価できるか検討することであ
る。今回、我々は浅屈腱炎発症からの経過日数が異
なる症例を用いて、そのBモード検査所見および
RTE所見を比較した。
 
材料と方法
　対象症例は、日本中央競馬会 競走馬リハビリ
テーションセンター(いわき市、福島県)にて規定
のリハビリテーションを受けている浅屈腱炎発症
例(サラブレッド種競走馬)の中から、発症時にお
けるBモード検査において、その損傷タイプがコア
型であり、最大損傷部位が副手根骨直下から
16-20cm遠位の範囲に存在し、最大損傷部位にお
ける横断面積に占める低エコー部が占める割合が
20.0-22.8%と、概ね損傷の程度が同等と判断され
る症例6頭を選択した。それらの体重は476±19 
kg (平均値±標準偏差)、年齢は3 ~ 5歳（中央値4
歳）であった(表１)。これら６頭を発症からの経過
日数に従って、発症から10日以内であり馬房内で
休養していた馬を急性炎症期群（症例1と2）、発症
から6ヶ月経過し、騎乗運動での常歩運動に加え
てウォータートレッドミルでの速歩運動を実施し
ていた馬を6ヶ月経過群（症例3と4） 、発症から
12ヶ月経過し、ダート走路において1600mの駆歩
運動を実施していた馬を12ヶ月経過群（症例5と
6）の3群に分類した(表１)。全ての症例は規定のリ
ハビリテーション期間中に、浅屈腱炎の再発や悪
化を示唆する所見は認められず、全身状態は良好
だった。
　超音波検査は、Bモード検査およびRTEの両モー
ドを同時に描出できるデジタル超音波診断装置

(HI VISION Avius、日立アロカメディコ株式会社、
東京)と13MHzのリニアプローブ(EUP-L65、日立
アロカメディコ株式会社、東京)を用いて実施し
た。超音波検査は安静時に両前肢を整列させ、体重
を患肢に負荷した状態で、最大損傷部位の縦断像
と横断像を記録した。RTEを実施する際には、検査
画面に表示される圧力インジケーターを参考にす
ることによって、一定のリズムかつ適切な圧力で
用手によるプローブ操作ができるように調整した
[15, 16]。本機種のRTEでは、参考領域(region of 
interest; ROI)の中の組織の相対的な硬さが、軟ら
かい部分は赤色、やや軟らかい部分は黄色、中程度
は緑色、そして硬い部分は青色で表現される(図
1)。本研究においてはROIの大きさを統一し、縦断
面、横断面ともに浅屈腱および深屈腱が全て含ま
れるように規定した。全ての超音波検査は試験者
が異なることで生じうる検査結果への影響をなく
すために同一試験者が実施した。

　超音波検査の画像データは全て動画で記録し、

その中から、試験者とその症例の臨床症状を知ら
ない臨床助手の二人の合議によって､De Zordoら
の報告[17] に沿って診断に最適な腱の画像を縦
断面と横断面のそれぞれで選択した。Bモード検査
で得られたその症例の代表的な画像をBモード所
見とした。RTEでは、単一の画像に一時的に示され
た色調のみを評価してしまうことを防ぐために、
超音波診断装置に備え付けられているソフトウェ
アを用いて、代表的な画像を含む連続前後３枚の
画像の硬さ情報を平均化した[15]。平均化して得
られた画像をその症例のRTE所見とし、損傷部に
示された色調を評価した。これらのBモード所見と
RTE所見について発症からの経過日数の異なる3
群間で比較した。
 
結果
　急性炎症期群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像の両方において、周囲の腱組織
と比較して、損傷部は明瞭な低エコー領域として
描出され、腱線維配列は喪失していた。RTEでは、
縦断像および横断像の両方において、損傷部に一
致して赤色から黄色、および緑色が描出され、周囲
の腱組織は青色で描出された(図1; A, Bおよび図2; 
A, B)。
　6ヶ月経過群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像ともに損傷部のエコー輝度が周
囲の浅屈腱組織のエコー輝度と同程度であり、両
者の境界は不明瞭であった。急性期群と比較する
と腱線維配列の整列化が認められた。またRTEに
おいては、縦断像および横断像ともに周囲の浅屈
腱組織は青く描出されたが、損傷部は黄色主体で
描出され、わずかに赤色または緑色が分布した(図
1; C, Dおよび図2; C, D)。
　12ヶ月経過群2症例のBモード検査による縦断
像および横断像は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部
のエコー輝度と周囲の浅屈腱組織のエコー輝度が
ほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭であった。縦
断像における損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群
の腱線維配列とほぼ同様の整列化が認められた。
一方RTEでは、横断像および縦断像の両方におい
て、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出され
ており、緑色の範囲が減少していた。周囲の浅屈腱

組織は青色で描出された。急性炎症期群および
6ヶ月経過群で観察された損傷部の赤色または黄
色の分布は認められなかった(図1; E, Fおよび図2; 
E, F)。RTEでは、縦断像と横断像ともに皮下組織や
浅屈腱と深屈腱の間の結合組織、およびスタンド
オフパッドが赤色から黄色で描出されることも
あった(図1、2)。
 
考察
　発症からの経過日数の異なる、つまり、浅屈腱組
織の修復過程が明らかに異なる3群6症例に対し
てRTEを含めた超音波検査を実施したところ、縦
断像および横断像ともに全ての症例において損傷
部周囲の健常な浅屈腱組織が青色で表現された。
その一方、損傷部で特徴的に観察された色調は3
群間で異なっており、急性炎症期群では周囲より
も軟らかいことを示す赤色、6ヶ月経過群では周

囲よりもやや軟らかいことを示す黄色、そして、
12ヶ月経過群では周囲とほぼ同程度の硬さであ
ることを示す緑色から青色であった。Bモード検査
群では急性期と6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の所
見は明らかに異なっていたが、6ヶ月経過群と
12ヶ月経過群の間では大きな違いが認められな
かった。
　浅屈腱炎を発症した腱組織の組織学的な修復過
程は以下のように報告されている[7],[18]；急性炎
症期の損傷部は微細な腱線維の断裂にともなう出
血、浮腫、線維素析出および単核細胞が浸潤する。
次に、増生期の腱損傷部では線維芽細胞の増生、新
生血管による肉芽組織の形成、線維化および未成
熟な腱組織の再形成が生じる。そして、その後のリ
モデリング期では、損傷部における線維化が進行
し瘢痕が形成される。こうした一連の組織学的な
修復所見から組織強度の回復が考えられている
[14]。また、損傷した腱組織の引っ張り試験におい
て、組織修復が進んでいるほど物理特性が回復し、
健常な腱組織に近づくことが明らかになっている
こと[12, 13]から、修復過程を通じて組織強度が回
復することが力学的にも示されている。本調査の
RTE所見において、急性炎症期群に損傷部が赤色
で表示されたことは、周囲の浅屈腱組織よりも著
しく柔らかい状態であることを示している。また、
6ヶ月経過群の損傷部が黄色主体で描出されたこ
とは急性炎症期群の症例の損傷部よりも硬いと評
価され、さらに、12ヶ月経過群の損傷部が緑色ま
たは青色で描出されたことは6ヶ月経過群の損傷
部よりも硬いと評価されたことを示している。ま
た、12ヶ月経過群の損傷部の色調が周囲の浅屈腱
組織と同様の色調を一部で示したことは、健常な
腱組織の硬さに近いことを示している。損傷した
腱組織に対してRTEを実施したヒト整形外科領域
の報告においても、発症初期は周囲の腱組織より
も損傷部が軟らかく描出されたものの、組織修復
とともに損傷部の硬さが回復したことが示されて
いる[16, 19, 20]。以上のことから、発症からの時
間の経過とともに組織修復が進んだことで損傷部
の強度が回復しており、それに伴う腱組織の硬さ
の相違をRTEが適正に評価したものと考えられ
た。

　修復の進行を評価する観点から3群間の腱損傷
部におけるBモード画像を比較すると、急性期炎症
群と6ヶ月経過群の間では、縦断像、横断像ともに
明らかなエコー輝度の上昇および腱線維配列の再
整列化が認められるため、異なる修復段階にある
ことが判断できた。その一方、6ヶ月経過群と12ヶ
月経過群での間では、縦断像、横断像ともに腱損傷
部におけるエコー輝度の明瞭な違いは認められ
ず、縦断像における腱線維配列の整列化もわずか
なものでしかないため、異なる修復段階にあるこ
との判断が困難であった。そのため発症から概ね
6ヶ月程度経過した時期(リハビリテーション後
期)においては、Bモード画像のみで修復の進行を
評価することは難しいと考えられた。その一方、3
群間のRTE所見を比較すると、縦断像、横断像とも
に急性炎症期群、6ヶ月経過群および12ヶ月経過
群の全ての群間において、腱損傷部が明らかに異
なる色調によって示され、組織強度の観点から全
て異なる修復段階にあることが評価可能であっ
た。以上のことから、Bモード検査では修復進行の
評価が難しくなるリハビリテーション後期であっ
ても、RTE検査を用いた損傷部の組織強度を評価
することによって、修復の進行を評価できる可能
性が考えられた。
　RTEはプローブの圧力やROIの設定範囲がROI内
の色調表示に影響を与えることが知られている。
そういった影響を少なくするために、備え付けら
れている圧力インジケーターの利用や複数画像を
用いた解析方法、およびROIの設定範囲の規定な
ど、検査手技を統一することが推奨されている
[15-17, 20]。検査手技を統一することによって検
査結果の再現性が高まり[11, 21, 22]、組織学的な
所見とRTEの所見が一致したことがヒトおよびウ
マで報告されている[19]。本調査においても、全て
の超音波検査を同一試験者が統一された超音波設
定や方法を用いて実施した。また、画像選択のバイ
アスを少なくするために、複数のRTE画像を平均
化して得られた画像をその症例の検査結果として
評価に用いた。こうした検査方法の統一によって
手技が結果に与える影響を最小限にすることがで
きた。最後に、本研究では競走復帰を目指した現役
競走馬を対象症例としていることから損傷腱組織

の病理組織学的な評価は実施できなかったため、
腱組織の状態とRTE所見の相関性について精査す
るにはさらなる調査が必要であることを付言して
おく。
　本研究を総括すると、RTEは異なる組織強度を
有するウマ浅屈腱組織にそれぞれ対応した画像評
価を示すことが明らかになった。この技術を用い
ることで浅屈腱炎の修復過程をBモード検査によ
る組織構造の変化だけではなく、組織強度の変化
という観点からも評価できることが示された。特
に組織修復の評価が難しくなるリハビリテーショ
ン後期においてはBモード検査とRTEを併用する
ことで、効果的かつ安全なリハビリテーションが
実施できると考えた。
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はじめに
　1992年の競走馬を対象としたアメリカの調査
によると、重篤な屈腱炎の初回発症および再発症
を含めた発症率は1000頭中ダートでは0.941頭、
芝では0.580頭であり[1]、浅屈腱炎は競走馬の引
退に関連する重大な疾患であることが報告されて
いる[2-4]。浅屈腱炎の治療として物理療法、薬物
療法および外科的治療[5]が報告されており、それ

らの治療に加えて、屈腱の線維配列を良好にし、腱
損傷部と周囲の癒着を最小限にするためにリハビ
リテーション(規定された運動プログラム)が一般
的に利用されている[6]。リハビリテーションとし
て個々の症例に適切な運動負荷量を設定するため
には、腱組織の修復の程度を正確に評価すること
が重要である。浅屈腱炎発症後の出血、肉芽組織の
増生から瘢痕組織形成に至るまでの浅屈腱損傷部

図2　各症例の縦断像超音波検査所見
Real-time elastography(RTE)(左)とBモード検査(右)
A (症例1) とB(症例2); 急性期炎症群。横断像と同様に、Bモード
検査によって描出されている損傷部の低エコー領域に一致し
て、RTEでは赤色や黄色、および緑色が描出されている。周囲の
浅屈腱組織は青色で描出されている。C (症例3) と D(症例4); 
6ヶ月経過群。横断像と同様に、Bモード検査では線維配列の再
構築が観察でき、損傷部のエコー輝度は周囲の浅屈腱組織とほ
ぼ同等になり、その境界は不明瞭となっている。RTEでは、損傷
部は黄色主体で描出され、わずかに赤色または緑色が描出され
た。周囲の浅屈腱組織、および／または、深屈腱組織は青く描出
された。E (症例5) と F(症例6); 12ヶ月経過群。Bモード検査で
は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部のエコー輝度と周囲の浅屈腱
組織のエコー輝度がほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭で
あった。損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群の腱線維配列より
わずかしか改善が認められなかった。その一方、RTEでは、6ヶ
月経過群とは異なり、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出
されており、その範囲が減少していた。周囲の浅屈腱組織は青
色で描出された。12ヶ月経過群の損傷部の硬さは、6ヶ月経過
群の損傷部よりも硬く、周囲の腱組織と同程度の部分が増加し
たと評価された。
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の修復過程で観察される組織学的所見と、そのB
モード超音波所見がよく一致する[7]ため、Bモー
ド超音波検査(Bモード検査)は、修復の評価によく
利用されている。特に腱横断面積の減少、腱損傷部
のエコー輝度の回復および腱線維配列の再整列化
などのBモード検査で得られる組織構造の変化は、
腱組織の修復状態の指標として利用できることが
報告されている[6, 8] 。しかし、実際の臨床現場で
は、十分な組織強度の回復が進んでいないにも関
わらず、損傷部のエコー輝度が早期に回復するこ
とで良好に修復していると誤認されてしまうこと
[7]があるため、組織修復の程度をエコー輝度の増
減のみによって評価することは容易ではない。特
に修復段階の後半においては、損傷部のエコー輝
度の回復および腱横断面積の減少が既に生じてい
る上、腱線維配列の再整列化に関しても評価が難
しい状態にある[9]ため、Bモード検査を用いた評
価には限界がある。その一方、修復段階の後半に実
施するリハビリテーションは、競走復帰に向けて
実施されるキャンターやギャロップなどの強度が
高い運動であるため、曳き運動やウォータート
レッドミルなどの強度が低い運動を実施するリハ
ビリテーション前半よりも腱組織の修復程度を詳
細かつ慎重に評価する必要がある。以上のことか
ら、安全なリハビリテーションを実施するために
は、リハビリテーションの後半においても腱組織
の修復を評価できるような新たな指標が必要とさ
れている。
　新しい超音波技術である超音波エラストグラ
フィ(Real-time elastography; RTE)は、組織内部の
硬さを非侵襲的に評価することが可能である。ヒ
ト整形外科領域において、アキレス腱の組織強度
を生体のまま評価可能であったことが報告されて
いる[10]。ウマにおいても正常な浅屈腱組織の硬
さを評価することが可能であり、異なる試験者で
あっても検査の再現性が良好であったことが既に
報告されている[11]。しかしながら、浅屈腱炎を発
症したウマ腱組織に本法を応用した報告は少な
い。損傷腱の組織強度は、組織学的な観点や物理学
的な観点(引っ張り試験)から修復が進むにつれて
回復することが報告されている[12-14]。浅屈腱炎
発症例の修復過程における腱組織の組織強度を

RTEによって適切に評価することができれば、リ
ハビリテーションを従来よりも安全かつ効果的に
実施できると考えられる。本研究の目的は、明らか
に異なる修復過程にある損傷腱の組織強度の相違
をRTEによって評価できるか検討することであ
る。今回、我々は浅屈腱炎発症からの経過日数が異
なる症例を用いて、そのBモード検査所見および
RTE所見を比較した。
 
材料と方法
　対象症例は、日本中央競馬会 競走馬リハビリ
テーションセンター(いわき市、福島県)にて規定
のリハビリテーションを受けている浅屈腱炎発症
例(サラブレッド種競走馬)の中から、発症時にお
けるBモード検査において、その損傷タイプがコア
型であり、最大損傷部位が副手根骨直下から
16-20cm遠位の範囲に存在し、最大損傷部位にお
ける横断面積に占める低エコー部が占める割合が
20.0-22.8%と、概ね損傷の程度が同等と判断され
る症例6頭を選択した。それらの体重は476±19 
kg (平均値±標準偏差)、年齢は3 ~ 5歳（中央値4
歳）であった(表１)。これら６頭を発症からの経過
日数に従って、発症から10日以内であり馬房内で
休養していた馬を急性炎症期群（症例1と2）、発症
から6ヶ月経過し、騎乗運動での常歩運動に加え
てウォータートレッドミルでの速歩運動を実施し
ていた馬を6ヶ月経過群（症例3と4） 、発症から
12ヶ月経過し、ダート走路において1600mの駆歩
運動を実施していた馬を12ヶ月経過群（症例5と
6）の3群に分類した(表１)。全ての症例は規定のリ
ハビリテーション期間中に、浅屈腱炎の再発や悪
化を示唆する所見は認められず、全身状態は良好
だった。
　超音波検査は、Bモード検査およびRTEの両モー
ドを同時に描出できるデジタル超音波診断装置

(HI VISION Avius、日立アロカメディコ株式会社、
東京)と13MHzのリニアプローブ(EUP-L65、日立
アロカメディコ株式会社、東京)を用いて実施し
た。超音波検査は安静時に両前肢を整列させ、体重
を患肢に負荷した状態で、最大損傷部位の縦断像
と横断像を記録した。RTEを実施する際には、検査
画面に表示される圧力インジケーターを参考にす
ることによって、一定のリズムかつ適切な圧力で
用手によるプローブ操作ができるように調整した
[15, 16]。本機種のRTEでは、参考領域(region of 
interest; ROI)の中の組織の相対的な硬さが、軟ら
かい部分は赤色、やや軟らかい部分は黄色、中程度
は緑色、そして硬い部分は青色で表現される(図
1)。本研究においてはROIの大きさを統一し、縦断
面、横断面ともに浅屈腱および深屈腱が全て含ま
れるように規定した。全ての超音波検査は試験者
が異なることで生じうる検査結果への影響をなく
すために同一試験者が実施した。

　超音波検査の画像データは全て動画で記録し、

その中から、試験者とその症例の臨床症状を知ら
ない臨床助手の二人の合議によって､De Zordoら
の報告[17] に沿って診断に最適な腱の画像を縦
断面と横断面のそれぞれで選択した。Bモード検査
で得られたその症例の代表的な画像をBモード所
見とした。RTEでは、単一の画像に一時的に示され
た色調のみを評価してしまうことを防ぐために、
超音波診断装置に備え付けられているソフトウェ
アを用いて、代表的な画像を含む連続前後３枚の
画像の硬さ情報を平均化した[15]。平均化して得
られた画像をその症例のRTE所見とし、損傷部に
示された色調を評価した。これらのBモード所見と
RTE所見について発症からの経過日数の異なる3
群間で比較した。
 
結果
　急性炎症期群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像の両方において、周囲の腱組織
と比較して、損傷部は明瞭な低エコー領域として
描出され、腱線維配列は喪失していた。RTEでは、
縦断像および横断像の両方において、損傷部に一
致して赤色から黄色、および緑色が描出され、周囲
の腱組織は青色で描出された(図1; A, Bおよび図2; 
A, B)。
　6ヶ月経過群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像ともに損傷部のエコー輝度が周
囲の浅屈腱組織のエコー輝度と同程度であり、両
者の境界は不明瞭であった。急性期群と比較する
と腱線維配列の整列化が認められた。またRTEに
おいては、縦断像および横断像ともに周囲の浅屈
腱組織は青く描出されたが、損傷部は黄色主体で
描出され、わずかに赤色または緑色が分布した(図
1; C, Dおよび図2; C, D)。
　12ヶ月経過群2症例のBモード検査による縦断
像および横断像は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部
のエコー輝度と周囲の浅屈腱組織のエコー輝度が
ほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭であった。縦
断像における損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群
の腱線維配列とほぼ同様の整列化が認められた。
一方RTEでは、横断像および縦断像の両方におい
て、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出され
ており、緑色の範囲が減少していた。周囲の浅屈腱

組織は青色で描出された。急性炎症期群および
6ヶ月経過群で観察された損傷部の赤色または黄
色の分布は認められなかった(図1; E, Fおよび図2; 
E, F)。RTEでは、縦断像と横断像ともに皮下組織や
浅屈腱と深屈腱の間の結合組織、およびスタンド
オフパッドが赤色から黄色で描出されることも
あった(図1、2)。
 
考察
　発症からの経過日数の異なる、つまり、浅屈腱組
織の修復過程が明らかに異なる3群6症例に対し
てRTEを含めた超音波検査を実施したところ、縦
断像および横断像ともに全ての症例において損傷
部周囲の健常な浅屈腱組織が青色で表現された。
その一方、損傷部で特徴的に観察された色調は3
群間で異なっており、急性炎症期群では周囲より
も軟らかいことを示す赤色、6ヶ月経過群では周

囲よりもやや軟らかいことを示す黄色、そして、
12ヶ月経過群では周囲とほぼ同程度の硬さであ
ることを示す緑色から青色であった。Bモード検査
群では急性期と6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の所
見は明らかに異なっていたが、6ヶ月経過群と
12ヶ月経過群の間では大きな違いが認められな
かった。
　浅屈腱炎を発症した腱組織の組織学的な修復過
程は以下のように報告されている[7],[18]；急性炎
症期の損傷部は微細な腱線維の断裂にともなう出
血、浮腫、線維素析出および単核細胞が浸潤する。
次に、増生期の腱損傷部では線維芽細胞の増生、新
生血管による肉芽組織の形成、線維化および未成
熟な腱組織の再形成が生じる。そして、その後のリ
モデリング期では、損傷部における線維化が進行
し瘢痕が形成される。こうした一連の組織学的な
修復所見から組織強度の回復が考えられている
[14]。また、損傷した腱組織の引っ張り試験におい
て、組織修復が進んでいるほど物理特性が回復し、
健常な腱組織に近づくことが明らかになっている
こと[12, 13]から、修復過程を通じて組織強度が回
復することが力学的にも示されている。本調査の
RTE所見において、急性炎症期群に損傷部が赤色
で表示されたことは、周囲の浅屈腱組織よりも著
しく柔らかい状態であることを示している。また、
6ヶ月経過群の損傷部が黄色主体で描出されたこ
とは急性炎症期群の症例の損傷部よりも硬いと評
価され、さらに、12ヶ月経過群の損傷部が緑色ま
たは青色で描出されたことは6ヶ月経過群の損傷
部よりも硬いと評価されたことを示している。ま
た、12ヶ月経過群の損傷部の色調が周囲の浅屈腱
組織と同様の色調を一部で示したことは、健常な
腱組織の硬さに近いことを示している。損傷した
腱組織に対してRTEを実施したヒト整形外科領域
の報告においても、発症初期は周囲の腱組織より
も損傷部が軟らかく描出されたものの、組織修復
とともに損傷部の硬さが回復したことが示されて
いる[16, 19, 20]。以上のことから、発症からの時
間の経過とともに組織修復が進んだことで損傷部
の強度が回復しており、それに伴う腱組織の硬さ
の相違をRTEが適正に評価したものと考えられ
た。

　修復の進行を評価する観点から3群間の腱損傷
部におけるBモード画像を比較すると、急性期炎症
群と6ヶ月経過群の間では、縦断像、横断像ともに
明らかなエコー輝度の上昇および腱線維配列の再
整列化が認められるため、異なる修復段階にある
ことが判断できた。その一方、6ヶ月経過群と12ヶ
月経過群での間では、縦断像、横断像ともに腱損傷
部におけるエコー輝度の明瞭な違いは認められ
ず、縦断像における腱線維配列の整列化もわずか
なものでしかないため、異なる修復段階にあるこ
との判断が困難であった。そのため発症から概ね
6ヶ月程度経過した時期(リハビリテーション後
期)においては、Bモード画像のみで修復の進行を
評価することは難しいと考えられた。その一方、3
群間のRTE所見を比較すると、縦断像、横断像とも
に急性炎症期群、6ヶ月経過群および12ヶ月経過
群の全ての群間において、腱損傷部が明らかに異
なる色調によって示され、組織強度の観点から全
て異なる修復段階にあることが評価可能であっ
た。以上のことから、Bモード検査では修復進行の
評価が難しくなるリハビリテーション後期であっ
ても、RTE検査を用いた損傷部の組織強度を評価
することによって、修復の進行を評価できる可能
性が考えられた。
　RTEはプローブの圧力やROIの設定範囲がROI内
の色調表示に影響を与えることが知られている。
そういった影響を少なくするために、備え付けら
れている圧力インジケーターの利用や複数画像を
用いた解析方法、およびROIの設定範囲の規定な
ど、検査手技を統一することが推奨されている
[15-17, 20]。検査手技を統一することによって検
査結果の再現性が高まり[11, 21, 22]、組織学的な
所見とRTEの所見が一致したことがヒトおよびウ
マで報告されている[19]。本調査においても、全て
の超音波検査を同一試験者が統一された超音波設
定や方法を用いて実施した。また、画像選択のバイ
アスを少なくするために、複数のRTE画像を平均
化して得られた画像をその症例の検査結果として
評価に用いた。こうした検査方法の統一によって
手技が結果に与える影響を最小限にすることがで
きた。最後に、本研究では競走復帰を目指した現役
競走馬を対象症例としていることから損傷腱組織

の病理組織学的な評価は実施できなかったため、
腱組織の状態とRTE所見の相関性について精査す
るにはさらなる調査が必要であることを付言して
おく。
　本研究を総括すると、RTEは異なる組織強度を
有するウマ浅屈腱組織にそれぞれ対応した画像評
価を示すことが明らかになった。この技術を用い
ることで浅屈腱炎の修復過程をBモード検査によ
る組織構造の変化だけではなく、組織強度の変化
という観点からも評価できることが示された。特
に組織修復の評価が難しくなるリハビリテーショ
ン後期においてはBモード検査とRTEを併用する
ことで、効果的かつ安全なリハビリテーションが
実施できると考えた。
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はじめに
　1992年の競走馬を対象としたアメリカの調査
によると、重篤な屈腱炎の初回発症および再発症
を含めた発症率は1000頭中ダートでは0.941頭、
芝では0.580頭であり[1]、浅屈腱炎は競走馬の引
退に関連する重大な疾患であることが報告されて
いる[2-4]。浅屈腱炎の治療として物理療法、薬物
療法および外科的治療[5]が報告されており、それ

らの治療に加えて、屈腱の線維配列を良好にし、腱
損傷部と周囲の癒着を最小限にするためにリハビ
リテーション(規定された運動プログラム)が一般
的に利用されている[6]。リハビリテーションとし
て個々の症例に適切な運動負荷量を設定するため
には、腱組織の修復の程度を正確に評価すること
が重要である。浅屈腱炎発症後の出血、肉芽組織の
増生から瘢痕組織形成に至るまでの浅屈腱損傷部
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の修復過程で観察される組織学的所見と、そのB
モード超音波所見がよく一致する[7]ため、Bモー
ド超音波検査(Bモード検査)は、修復の評価によく
利用されている。特に腱横断面積の減少、腱損傷部
のエコー輝度の回復および腱線維配列の再整列化
などのBモード検査で得られる組織構造の変化は、
腱組織の修復状態の指標として利用できることが
報告されている[6, 8] 。しかし、実際の臨床現場で
は、十分な組織強度の回復が進んでいないにも関
わらず、損傷部のエコー輝度が早期に回復するこ
とで良好に修復していると誤認されてしまうこと
[7]があるため、組織修復の程度をエコー輝度の増
減のみによって評価することは容易ではない。特
に修復段階の後半においては、損傷部のエコー輝
度の回復および腱横断面積の減少が既に生じてい
る上、腱線維配列の再整列化に関しても評価が難
しい状態にある[9]ため、Bモード検査を用いた評
価には限界がある。その一方、修復段階の後半に実
施するリハビリテーションは、競走復帰に向けて
実施されるキャンターやギャロップなどの強度が
高い運動であるため、曳き運動やウォータート
レッドミルなどの強度が低い運動を実施するリハ
ビリテーション前半よりも腱組織の修復程度を詳
細かつ慎重に評価する必要がある。以上のことか
ら、安全なリハビリテーションを実施するために
は、リハビリテーションの後半においても腱組織
の修復を評価できるような新たな指標が必要とさ
れている。
　新しい超音波技術である超音波エラストグラ
フィ(Real-time elastography; RTE)は、組織内部の
硬さを非侵襲的に評価することが可能である。ヒ
ト整形外科領域において、アキレス腱の組織強度
を生体のまま評価可能であったことが報告されて
いる[10]。ウマにおいても正常な浅屈腱組織の硬
さを評価することが可能であり、異なる試験者で
あっても検査の再現性が良好であったことが既に
報告されている[11]。しかしながら、浅屈腱炎を発
症したウマ腱組織に本法を応用した報告は少な
い。損傷腱の組織強度は、組織学的な観点や物理学
的な観点(引っ張り試験)から修復が進むにつれて
回復することが報告されている[12-14]。浅屈腱炎
発症例の修復過程における腱組織の組織強度を

RTEによって適切に評価することができれば、リ
ハビリテーションを従来よりも安全かつ効果的に
実施できると考えられる。本研究の目的は、明らか
に異なる修復過程にある損傷腱の組織強度の相違
をRTEによって評価できるか検討することであ
る。今回、我々は浅屈腱炎発症からの経過日数が異
なる症例を用いて、そのBモード検査所見および
RTE所見を比較した。
 
材料と方法
　対象症例は、日本中央競馬会 競走馬リハビリ
テーションセンター(いわき市、福島県)にて規定
のリハビリテーションを受けている浅屈腱炎発症
例(サラブレッド種競走馬)の中から、発症時にお
けるBモード検査において、その損傷タイプがコア
型であり、最大損傷部位が副手根骨直下から
16-20cm遠位の範囲に存在し、最大損傷部位にお
ける横断面積に占める低エコー部が占める割合が
20.0-22.8%と、概ね損傷の程度が同等と判断され
る症例6頭を選択した。それらの体重は476±19 
kg (平均値±標準偏差)、年齢は3 ~ 5歳（中央値4
歳）であった(表１)。これら６頭を発症からの経過
日数に従って、発症から10日以内であり馬房内で
休養していた馬を急性炎症期群（症例1と2）、発症
から6ヶ月経過し、騎乗運動での常歩運動に加え
てウォータートレッドミルでの速歩運動を実施し
ていた馬を6ヶ月経過群（症例3と4） 、発症から
12ヶ月経過し、ダート走路において1600mの駆歩
運動を実施していた馬を12ヶ月経過群（症例5と
6）の3群に分類した(表１)。全ての症例は規定のリ
ハビリテーション期間中に、浅屈腱炎の再発や悪
化を示唆する所見は認められず、全身状態は良好
だった。
　超音波検査は、Bモード検査およびRTEの両モー
ドを同時に描出できるデジタル超音波診断装置

(HI VISION Avius、日立アロカメディコ株式会社、
東京)と13MHzのリニアプローブ(EUP-L65、日立
アロカメディコ株式会社、東京)を用いて実施し
た。超音波検査は安静時に両前肢を整列させ、体重
を患肢に負荷した状態で、最大損傷部位の縦断像
と横断像を記録した。RTEを実施する際には、検査
画面に表示される圧力インジケーターを参考にす
ることによって、一定のリズムかつ適切な圧力で
用手によるプローブ操作ができるように調整した
[15, 16]。本機種のRTEでは、参考領域(region of 
interest; ROI)の中の組織の相対的な硬さが、軟ら
かい部分は赤色、やや軟らかい部分は黄色、中程度
は緑色、そして硬い部分は青色で表現される(図
1)。本研究においてはROIの大きさを統一し、縦断
面、横断面ともに浅屈腱および深屈腱が全て含ま
れるように規定した。全ての超音波検査は試験者
が異なることで生じうる検査結果への影響をなく
すために同一試験者が実施した。

　超音波検査の画像データは全て動画で記録し、

その中から、試験者とその症例の臨床症状を知ら
ない臨床助手の二人の合議によって､De Zordoら
の報告[17] に沿って診断に最適な腱の画像を縦
断面と横断面のそれぞれで選択した。Bモード検査
で得られたその症例の代表的な画像をBモード所
見とした。RTEでは、単一の画像に一時的に示され
た色調のみを評価してしまうことを防ぐために、
超音波診断装置に備え付けられているソフトウェ
アを用いて、代表的な画像を含む連続前後３枚の
画像の硬さ情報を平均化した[15]。平均化して得
られた画像をその症例のRTE所見とし、損傷部に
示された色調を評価した。これらのBモード所見と
RTE所見について発症からの経過日数の異なる3
群間で比較した。
 
結果
　急性炎症期群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像の両方において、周囲の腱組織
と比較して、損傷部は明瞭な低エコー領域として
描出され、腱線維配列は喪失していた。RTEでは、
縦断像および横断像の両方において、損傷部に一
致して赤色から黄色、および緑色が描出され、周囲
の腱組織は青色で描出された(図1; A, Bおよび図2; 
A, B)。
　6ヶ月経過群2症例のBモード検査の結果は、縦
断像および横断像ともに損傷部のエコー輝度が周
囲の浅屈腱組織のエコー輝度と同程度であり、両
者の境界は不明瞭であった。急性期群と比較する
と腱線維配列の整列化が認められた。またRTEに
おいては、縦断像および横断像ともに周囲の浅屈
腱組織は青く描出されたが、損傷部は黄色主体で
描出され、わずかに赤色または緑色が分布した(図
1; C, Dおよび図2; C, D)。
　12ヶ月経過群2症例のBモード検査による縦断
像および横断像は、6ヶ月経過群と同様に、損傷部
のエコー輝度と周囲の浅屈腱組織のエコー輝度が
ほぼ同等であり、両者の境界は不明瞭であった。縦
断像における損傷部の腱線維配列は6ヶ月経過群
の腱線維配列とほぼ同様の整列化が認められた。
一方RTEでは、横断像および縦断像の両方におい
て、損傷部が緑色と青色のまだら模様で描出され
ており、緑色の範囲が減少していた。周囲の浅屈腱

組織は青色で描出された。急性炎症期群および
6ヶ月経過群で観察された損傷部の赤色または黄
色の分布は認められなかった(図1; E, Fおよび図2; 
E, F)。RTEでは、縦断像と横断像ともに皮下組織や
浅屈腱と深屈腱の間の結合組織、およびスタンド
オフパッドが赤色から黄色で描出されることも
あった(図1、2)。
 
考察
　発症からの経過日数の異なる、つまり、浅屈腱組
織の修復過程が明らかに異なる3群6症例に対し
てRTEを含めた超音波検査を実施したところ、縦
断像および横断像ともに全ての症例において損傷
部周囲の健常な浅屈腱組織が青色で表現された。
その一方、損傷部で特徴的に観察された色調は3
群間で異なっており、急性炎症期群では周囲より
も軟らかいことを示す赤色、6ヶ月経過群では周

囲よりもやや軟らかいことを示す黄色、そして、
12ヶ月経過群では周囲とほぼ同程度の硬さであ
ることを示す緑色から青色であった。Bモード検査
群では急性期と6ヶ月経過群、12ヶ月経過群の所
見は明らかに異なっていたが、6ヶ月経過群と
12ヶ月経過群の間では大きな違いが認められな
かった。
　浅屈腱炎を発症した腱組織の組織学的な修復過
程は以下のように報告されている[7],[18]；急性炎
症期の損傷部は微細な腱線維の断裂にともなう出
血、浮腫、線維素析出および単核細胞が浸潤する。
次に、増生期の腱損傷部では線維芽細胞の増生、新
生血管による肉芽組織の形成、線維化および未成
熟な腱組織の再形成が生じる。そして、その後のリ
モデリング期では、損傷部における線維化が進行
し瘢痕が形成される。こうした一連の組織学的な
修復所見から組織強度の回復が考えられている
[14]。また、損傷した腱組織の引っ張り試験におい
て、組織修復が進んでいるほど物理特性が回復し、
健常な腱組織に近づくことが明らかになっている
こと[12, 13]から、修復過程を通じて組織強度が回
復することが力学的にも示されている。本調査の
RTE所見において、急性炎症期群に損傷部が赤色
で表示されたことは、周囲の浅屈腱組織よりも著
しく柔らかい状態であることを示している。また、
6ヶ月経過群の損傷部が黄色主体で描出されたこ
とは急性炎症期群の症例の損傷部よりも硬いと評
価され、さらに、12ヶ月経過群の損傷部が緑色ま
たは青色で描出されたことは6ヶ月経過群の損傷
部よりも硬いと評価されたことを示している。ま
た、12ヶ月経過群の損傷部の色調が周囲の浅屈腱
組織と同様の色調を一部で示したことは、健常な
腱組織の硬さに近いことを示している。損傷した
腱組織に対してRTEを実施したヒト整形外科領域
の報告においても、発症初期は周囲の腱組織より
も損傷部が軟らかく描出されたものの、組織修復
とともに損傷部の硬さが回復したことが示されて
いる[16, 19, 20]。以上のことから、発症からの時
間の経過とともに組織修復が進んだことで損傷部
の強度が回復しており、それに伴う腱組織の硬さ
の相違をRTEが適正に評価したものと考えられ
た。

　修復の進行を評価する観点から3群間の腱損傷
部におけるBモード画像を比較すると、急性期炎症
群と6ヶ月経過群の間では、縦断像、横断像ともに
明らかなエコー輝度の上昇および腱線維配列の再
整列化が認められるため、異なる修復段階にある
ことが判断できた。その一方、6ヶ月経過群と12ヶ
月経過群での間では、縦断像、横断像ともに腱損傷
部におけるエコー輝度の明瞭な違いは認められ
ず、縦断像における腱線維配列の整列化もわずか
なものでしかないため、異なる修復段階にあるこ
との判断が困難であった。そのため発症から概ね
6ヶ月程度経過した時期(リハビリテーション後
期)においては、Bモード画像のみで修復の進行を
評価することは難しいと考えられた。その一方、3
群間のRTE所見を比較すると、縦断像、横断像とも
に急性炎症期群、6ヶ月経過群および12ヶ月経過
群の全ての群間において、腱損傷部が明らかに異
なる色調によって示され、組織強度の観点から全
て異なる修復段階にあることが評価可能であっ
た。以上のことから、Bモード検査では修復進行の
評価が難しくなるリハビリテーション後期であっ
ても、RTE検査を用いた損傷部の組織強度を評価
することによって、修復の進行を評価できる可能
性が考えられた。
　RTEはプローブの圧力やROIの設定範囲がROI内
の色調表示に影響を与えることが知られている。
そういった影響を少なくするために、備え付けら
れている圧力インジケーターの利用や複数画像を
用いた解析方法、およびROIの設定範囲の規定な
ど、検査手技を統一することが推奨されている
[15-17, 20]。検査手技を統一することによって検
査結果の再現性が高まり[11, 21, 22]、組織学的な
所見とRTEの所見が一致したことがヒトおよびウ
マで報告されている[19]。本調査においても、全て
の超音波検査を同一試験者が統一された超音波設
定や方法を用いて実施した。また、画像選択のバイ
アスを少なくするために、複数のRTE画像を平均
化して得られた画像をその症例の検査結果として
評価に用いた。こうした検査方法の統一によって
手技が結果に与える影響を最小限にすることがで
きた。最後に、本研究では競走復帰を目指した現役
競走馬を対象症例としていることから損傷腱組織

の病理組織学的な評価は実施できなかったため、
腱組織の状態とRTE所見の相関性について精査す
るにはさらなる調査が必要であることを付言して
おく。
　本研究を総括すると、RTEは異なる組織強度を
有するウマ浅屈腱組織にそれぞれ対応した画像評
価を示すことが明らかになった。この技術を用い
ることで浅屈腱炎の修復過程をBモード検査によ
る組織構造の変化だけではなく、組織強度の変化
という観点からも評価できることが示された。特
に組織修復の評価が難しくなるリハビリテーショ
ン後期においてはBモード検査とRTEを併用する
ことで、効果的かつ安全なリハビリテーションが
実施できると考えた。
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はじめに
　1992年の競走馬を対象としたアメリカの調査
によると、重篤な屈腱炎の初回発症および再発症
を含めた発症率は1000頭中ダートでは0.941頭、
芝では0.580頭であり[1]、浅屈腱炎は競走馬の引
退に関連する重大な疾患であることが報告されて
いる[2-4]。浅屈腱炎の治療として物理療法、薬物
療法および外科的治療[5]が報告されており、それ

らの治療に加えて、屈腱の線維配列を良好にし、腱
損傷部と周囲の癒着を最小限にするためにリハビ
リテーション(規定された運動プログラム)が一般
的に利用されている[6]。リハビリテーションとし
て個々の症例に適切な運動負荷量を設定するため
には、腱組織の修復の程度を正確に評価すること
が重要である。浅屈腱炎発症後の出血、肉芽組織の
増生から瘢痕組織形成に至るまでの浅屈腱損傷部
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背景
　ウマコロナウイルス（ECoV）は子馬に消化器症
状を引き起こす病原体の一つと考えられている 
[3]。近年、日本 [4,8,9]および米国 [10,11]では、成
馬におけるECoVの流行が報告されている。ECoV
の流行中、発熱、食欲不振、元気消失、白血球減少
症、および消化器症状が観察され、これらの症状は
感染実験においても再現されている [6]。しかし、
消化器症状を示した子馬からECoVが検出されて
いるものの [1,2]、子馬におけるECoV感染症の流
行の報告はない。
　Slovisらは [12]、米国ケンタッキー州中央部の
健康な子馬および消化器症状を示したサラブレッ

ド子馬の糞便を用いて、リアルタイムRT-PCR法を
実施したところ、症状に関係なく約30%でECoV遺
伝子が検出されたと報告している。この結果は、ケ
ンタッキー州中央部のサラブレッド子馬におい
て、ECoVが広く浸潤していることを示している。
一方日本では、北海道十勝地方の重種馬群におい
てECoVが流行したという報告があるものの、サラ
ブレッド馬群における流行の報告はなく、近年の
疫学状況は不明である。さらに、日本において
ECoVと子馬の消化器症状との関連についても不
明な点が多い。以上のことから本研究では、日本最
大の馬産地である北海道日高地方のサラブレッド
子馬から採取された直腸スワブを用いて、分子生

物学的手法にてECoVの浸潤状況を調査すること
とした。

材料と方法
　2012年から2014年に、消化器症状を示した子
馬307頭（2日齢～5ヶ月齢）から採取された直腸ス
ワブ337検体を用いた。その内訳は、281頭から1
回、22頭から2回、および4頭から3回採取された直
腸スワブである。2012年は63牧場121検体、2013
年は63牧場121検体、そして2014年は44牧場95
検体を採取した。さらに2012年には、30牧場の健
康な子馬120頭（1日齢～80日齢）から120検体を
採取した。採取したスワブは輸送培地またはPBS
に浸漬した。ウイルス遺伝子は、MagNA Pure LC 
Total Nucleic Acid Isolation Kit（ロシュ・ダイアグ
ノスティックス）を用いて検体から抽出した。
　分子生物学的手法は高感度にECoV遺伝子を検
出可能なことから、本研究ではRT-LAMP法および
リアルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子の検出を
試みた。RT-LAMP法は、既報のプライマーセット、
Loopamp RNA増幅試薬キット（栄研化学）、および
カルセイン（Loopamp蛍光・目視検出試薬、栄研化
学）を用い、目視にて判定を行った [5]。増幅反応は
60℃ 40分で実施し、95℃ 2分で反応を停止させ
た。リアルタイムRT-PCR法は、既報のプライマー
セット（E C o V - 3 8 0 f、E C o V - 5 2 2 rおよび
ECoV-436p）、およびTaqMan Fast Virus 1-Step 
Master Mix（サーモフィッシャーサイエンティ
フィック）を用い、説明書に従って実施した [11]。
反応条件は、50℃ 5分、95℃ 20秒の後、94℃ 3秒
および60℃ 30秒を40サイクルとした。
　ECoVのヌクレオキャプシド（N）遺伝子の解析の
ために、既報のプライマーセット（ECoV-Nfと
ECoV-Nr）[8]およびPrimeScript II High Fidelity 
One Step RT-PCR Kit（タカラバイオ）を用いて、

RT-PCR法にてN遺伝子の増幅を行った。RT-PCR法
による増幅産物は、ダイレクトシークエンス法に
より解読した（ファスマック）。遺伝子配列の解析
はBLAST、CLUSTALW、およびVector NTI Advance 
11（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
を用いて行った。塩基配列を用いた系統樹解析は
MEGA Vers ion 5 .2  [13]を用い、近隣結合法
に て 実 施 し た 。な お 本 研 究 で 解 読 し た
Hidaka-No.61/2012 およびHidaka-No.119/2012
のN遺伝子のアクセッションナンバーは、それぞ
れLC054263 およびLC054264である。また既報
のECoVであるNC99（AF251144）、Obihiro2004
（AB671298）、Tokachi09（AB555559）および 
Obihiro12-1（AB775893）のN遺伝子配列を、
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
と比較するために使用した。

結　果
　消化器症状を示した子馬から採取された337検
体は、RT-LAMP法およびリアルタイムRT-PCR法に
て全て陰性であった。一方、健康馬から採取された
直腸スワブでは、3検体がRT-LAMP法およびリア
ルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子陽性であっ
た。これら3検体は、2つの牧場において30～39日
齢の子馬から採取されたものであった。陽性3検
体のN遺伝子の増幅を試みた結果、2検体
（ H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012）の増幅に成功した。なお
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
は、2012年4月にそれぞれ異なる牧場において採
取された直腸スワブから検出されている。
　 H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012のN遺伝子全長は、1,341塩
基対および446アミノ酸であり、これまでのECoV
と同じであった。本研究で解読した2つのECoV、お

よび既報の4つの E C o V（ N C 9 9  [ 2 , 1 4 ] 、
Ob i h i r o 2004  [ 4 ]、Tok a c h i 09  [ 8 ]および
Obihiro12-1 [9]）の塩基配列およびアミノ酸配列
の一致率を表1に示す。Hidaka-No.61/2012は、既
報の4つのECoVの塩基配列と98.2～99.9%、アミ
ノ酸配列と9 7 . 3～ 1 0 0 %一致した。また、
Hidaka-No.119/2012は、既報の4つのECoVの塩
基配列と97.8～99.2%、アミノ酸配列と96.6～
98.9%一致した。
　N遺伝子の塩基配列を用いて実施した系統樹解
析の結果を図1に示す。系統樹解析において、
H i d a k a - N o . 6 1 / 2012はOb i h i r o 12 - 1と、
Hidaka-No.119/2012はTokachi09と近縁である
ことが明らかとなった。

考　察
　本研究において、消化器症状を示した子馬の検
体は全てECoV陰性であった。この結果は、ECoVは
北海道日高地方の子馬において消化器症状を引き
起こす要因とはなっていないことを示している。
また健康な子馬から採取された検体は、3検体
（2.5%）のみがECoV陽性であった。以上の結果よ
り、ケンタッキー州中央部と比較して、北海道日高
地方のサラブレッド子馬の間ではECoVが蔓延し
ていないことが明らかとなった。また血清疫学調
査によって、北海道十勝地方の馬群においてECoV
が広く浸潤していることが明らかとなっている 

[7]。日米における疫学調査の結果から、ECoVの浸
潤度が国・地域によって大きく異なることが考え
られる。
　遺伝子配列および系統樹解析の結果から、
Hidaka-No.61/2012のN遺伝子はObihiro12-1と
ほぼ同じであることが明らかとなった。
Obihiro12-1は、2012年2月から4月に発生した重
種馬群におけるECoV感染症の流行時に分離され
たウイルスであることから [9]、2012年4月に検出
されたHidaka-No.61/2012は、この流行時のウイ
ルスが由来であったのかもしれない。一方、
Hidaka-No.119/2012は遺伝子配列および系統樹
解析により、2012年の重種馬群における流行時の
ウイルスが由来ではなかった。しかし結局のとこ
ろ、2013年および2014年の消化器症状を示した
子馬の検体からECoVが検出されなかったことか
ら 、H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012は北海道日高地方の子馬の
間では定着しなかったと考えられる。
　本研究によって、2012年から2014年の北海道
日高地方の子馬の間でECoVが蔓延していないこ
と、および消化器症状を引き起こしていなかった
ことが明らかとなった。
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要約

　ウマコロナウイルス（ECoV）は子馬に対して消化器症状を引き起こす病原体の一つと考えられてい
る。米国ケンタッキー州中央部における疫学調査では、サラブレッド子馬の約30%がECoVに感染してい
たと報告されており、ECoVが同地域に広く浸潤していることが明らかとなった。一方、日本における子
馬の消化器症状とECoVの関連および疫学状況については不明な部分が多い。そこで本研究では、日本
のサラブレッド子馬の直腸スワブを用いて、ECoVの浸潤状況を調査した。
　日本最大の馬産地である北海道日高地方において、2012年から2014年に消化器症状を示した307頭
の子馬から採取された337検体、および2012年に健康な子馬120頭から採取された120検体を用いた。
RT-LAMP法およびリアルタイムRT-PCR法にて検査したところ、消化器症状を示した子馬から採取され
た検体は全て陰性、そして健康な子馬から採取された検体は3検体（2.5%）が陽性であった。ケンタッ
キー州中央部と比較して、北海道日高地方のサラブレッド子馬の間でECoVは浸潤しておらず、また消
化器症状の原因とはなっていないことが明らかとなった。
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2012年から2014年の北海道日高地方のサラブレッド子馬
におけるウマコロナウイルスの疫学調査
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背景
　ウマコロナウイルス（ECoV）は子馬に消化器症
状を引き起こす病原体の一つと考えられている 
[3]。近年、日本 [4,8,9]および米国 [10,11]では、成
馬におけるECoVの流行が報告されている。ECoV
の流行中、発熱、食欲不振、元気消失、白血球減少
症、および消化器症状が観察され、これらの症状は
感染実験においても再現されている [6]。しかし、
消化器症状を示した子馬からECoVが検出されて
いるものの [1,2]、子馬におけるECoV感染症の流
行の報告はない。
　Slovisらは [12]、米国ケンタッキー州中央部の
健康な子馬および消化器症状を示したサラブレッ

ド子馬の糞便を用いて、リアルタイムRT-PCR法を
実施したところ、症状に関係なく約30%でECoV遺
伝子が検出されたと報告している。この結果は、ケ
ンタッキー州中央部のサラブレッド子馬におい
て、ECoVが広く浸潤していることを示している。
一方日本では、北海道十勝地方の重種馬群におい
てECoVが流行したという報告があるものの、サラ
ブレッド馬群における流行の報告はなく、近年の
疫学状況は不明である。さらに、日本において
ECoVと子馬の消化器症状との関連についても不
明な点が多い。以上のことから本研究では、日本最
大の馬産地である北海道日高地方のサラブレッド
子馬から採取された直腸スワブを用いて、分子生

物学的手法にてECoVの浸潤状況を調査すること
とした。

材料と方法
　2012年から2014年に、消化器症状を示した子
馬307頭（2日齢～5ヶ月齢）から採取された直腸ス
ワブ337検体を用いた。その内訳は、281頭から1
回、22頭から2回、および4頭から3回採取された直
腸スワブである。2012年は63牧場121検体、2013
年は63牧場121検体、そして2014年は44牧場95
検体を採取した。さらに2012年には、30牧場の健
康な子馬120頭（1日齢～80日齢）から120検体を
採取した。採取したスワブは輸送培地またはPBS
に浸漬した。ウイルス遺伝子は、MagNA Pure LC 
Total Nucleic Acid Isolation Kit（ロシュ・ダイアグ
ノスティックス）を用いて検体から抽出した。
　分子生物学的手法は高感度にECoV遺伝子を検
出可能なことから、本研究ではRT-LAMP法および
リアルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子の検出を
試みた。RT-LAMP法は、既報のプライマーセット、
Loopamp RNA増幅試薬キット（栄研化学）、および
カルセイン（Loopamp蛍光・目視検出試薬、栄研化
学）を用い、目視にて判定を行った [5]。増幅反応は
60℃ 40分で実施し、95℃ 2分で反応を停止させ
た。リアルタイムRT-PCR法は、既報のプライマー
セット（E C o V - 3 8 0 f、E C o V - 5 2 2 rおよび
ECoV-436p）、およびTaqMan Fast Virus 1-Step 
Master Mix（サーモフィッシャーサイエンティ
フィック）を用い、説明書に従って実施した [11]。
反応条件は、50℃ 5分、95℃ 20秒の後、94℃ 3秒
および60℃ 30秒を40サイクルとした。
　ECoVのヌクレオキャプシド（N）遺伝子の解析の
ために、既報のプライマーセット（ECoV-Nfと
ECoV-Nr）[8]およびPrimeScript II High Fidelity 
One Step RT-PCR Kit（タカラバイオ）を用いて、

RT-PCR法にてN遺伝子の増幅を行った。RT-PCR法
による増幅産物は、ダイレクトシークエンス法に
より解読した（ファスマック）。遺伝子配列の解析
はBLAST、CLUSTALW、およびVector NTI Advance 
11（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
を用いて行った。塩基配列を用いた系統樹解析は
MEGA Vers ion 5 .2  [13]を用い、近隣結合法
に て 実 施 し た 。な お 本 研 究 で 解 読 し た
Hidaka-No.61/2012 およびHidaka-No.119/2012
のN遺伝子のアクセッションナンバーは、それぞ
れLC054263 およびLC054264である。また既報
のECoVであるNC99（AF251144）、Obihiro2004
（AB671298）、Tokachi09（AB555559）および 
Obihiro12-1（AB775893）のN遺伝子配列を、
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
と比較するために使用した。

結　果
　消化器症状を示した子馬から採取された337検
体は、RT-LAMP法およびリアルタイムRT-PCR法に
て全て陰性であった。一方、健康馬から採取された
直腸スワブでは、3検体がRT-LAMP法およびリア
ルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子陽性であっ
た。これら3検体は、2つの牧場において30～39日
齢の子馬から採取されたものであった。陽性3検
体のN遺伝子の増幅を試みた結果、2検体
（ H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012）の増幅に成功した。なお
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
は、2012年4月にそれぞれ異なる牧場において採
取された直腸スワブから検出されている。
　 H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012のN遺伝子全長は、1,341塩
基対および446アミノ酸であり、これまでのECoV
と同じであった。本研究で解読した2つのECoV、お

よび既報の4つの E C o V（ N C 9 9  [ 2 , 1 4 ] 、
Ob i h i r o 2004  [ 4 ]、Tok a c h i 09  [ 8 ]および
Obihiro12-1 [9]）の塩基配列およびアミノ酸配列
の一致率を表1に示す。Hidaka-No.61/2012は、既
報の4つのECoVの塩基配列と98.2～99.9%、アミ
ノ酸配列と9 7 . 3～ 1 0 0 %一致した。また、
Hidaka-No.119/2012は、既報の4つのECoVの塩
基配列と97.8～99.2%、アミノ酸配列と96.6～
98.9%一致した。
　N遺伝子の塩基配列を用いて実施した系統樹解
析の結果を図1に示す。系統樹解析において、
H i d a k a - N o . 6 1 / 2012はOb i h i r o 12 - 1と、
Hidaka-No.119/2012はTokachi09と近縁である
ことが明らかとなった。

考　察
　本研究において、消化器症状を示した子馬の検
体は全てECoV陰性であった。この結果は、ECoVは
北海道日高地方の子馬において消化器症状を引き
起こす要因とはなっていないことを示している。
また健康な子馬から採取された検体は、3検体
（2.5%）のみがECoV陽性であった。以上の結果よ
り、ケンタッキー州中央部と比較して、北海道日高
地方のサラブレッド子馬の間ではECoVが蔓延し
ていないことが明らかとなった。また血清疫学調
査によって、北海道十勝地方の馬群においてECoV
が広く浸潤していることが明らかとなっている 

[7]。日米における疫学調査の結果から、ECoVの浸
潤度が国・地域によって大きく異なることが考え
られる。
　遺伝子配列および系統樹解析の結果から、
Hidaka-No.61/2012のN遺伝子はObihiro12-1と
ほぼ同じであることが明らかとなった。
Obihiro12-1は、2012年2月から4月に発生した重
種馬群におけるECoV感染症の流行時に分離され
たウイルスであることから [9]、2012年4月に検出
されたHidaka-No.61/2012は、この流行時のウイ
ルスが由来であったのかもしれない。一方、
Hidaka-No.119/2012は遺伝子配列および系統樹
解析により、2012年の重種馬群における流行時の
ウイルスが由来ではなかった。しかし結局のとこ
ろ、2013年および2014年の消化器症状を示した
子馬の検体からECoVが検出されなかったことか
ら 、H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012は北海道日高地方の子馬の
間では定着しなかったと考えられる。
　本研究によって、2012年から2014年の北海道
日高地方の子馬の間でECoVが蔓延していないこ
と、および消化器症状を引き起こしていなかった
ことが明らかとなった。
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表1　本研究で解読したウマコロナウイルスと既報のウマコロナウイルスのヌクレオキャプシド遺伝子の一致率
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ウマコロナウイルスのN遺伝子の系統樹解析。本研究で解析した2つのウマコロナウイルスを矢印で示す。ウシコロナウイルスである
Kakegawa株をアウトグループとして用いた。

背景
　ウマコロナウイルス（ECoV）は子馬に消化器症
状を引き起こす病原体の一つと考えられている 
[3]。近年、日本 [4,8,9]および米国 [10,11]では、成
馬におけるECoVの流行が報告されている。ECoV
の流行中、発熱、食欲不振、元気消失、白血球減少
症、および消化器症状が観察され、これらの症状は
感染実験においても再現されている [6]。しかし、
消化器症状を示した子馬からECoVが検出されて
いるものの [1,2]、子馬におけるECoV感染症の流
行の報告はない。
　Slovisらは [12]、米国ケンタッキー州中央部の
健康な子馬および消化器症状を示したサラブレッ

ド子馬の糞便を用いて、リアルタイムRT-PCR法を
実施したところ、症状に関係なく約30%でECoV遺
伝子が検出されたと報告している。この結果は、ケ
ンタッキー州中央部のサラブレッド子馬におい
て、ECoVが広く浸潤していることを示している。
一方日本では、北海道十勝地方の重種馬群におい
てECoVが流行したという報告があるものの、サラ
ブレッド馬群における流行の報告はなく、近年の
疫学状況は不明である。さらに、日本において
ECoVと子馬の消化器症状との関連についても不
明な点が多い。以上のことから本研究では、日本最
大の馬産地である北海道日高地方のサラブレッド
子馬から採取された直腸スワブを用いて、分子生

物学的手法にてECoVの浸潤状況を調査すること
とした。

材料と方法
　2012年から2014年に、消化器症状を示した子
馬307頭（2日齢～5ヶ月齢）から採取された直腸ス
ワブ337検体を用いた。その内訳は、281頭から1
回、22頭から2回、および4頭から3回採取された直
腸スワブである。2012年は63牧場121検体、2013
年は63牧場121検体、そして2014年は44牧場95
検体を採取した。さらに2012年には、30牧場の健
康な子馬120頭（1日齢～80日齢）から120検体を
採取した。採取したスワブは輸送培地またはPBS
に浸漬した。ウイルス遺伝子は、MagNA Pure LC 
Total Nucleic Acid Isolation Kit（ロシュ・ダイアグ
ノスティックス）を用いて検体から抽出した。
　分子生物学的手法は高感度にECoV遺伝子を検
出可能なことから、本研究ではRT-LAMP法および
リアルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子の検出を
試みた。RT-LAMP法は、既報のプライマーセット、
Loopamp RNA増幅試薬キット（栄研化学）、および
カルセイン（Loopamp蛍光・目視検出試薬、栄研化
学）を用い、目視にて判定を行った [5]。増幅反応は
60℃ 40分で実施し、95℃ 2分で反応を停止させ
た。リアルタイムRT-PCR法は、既報のプライマー
セット（E C o V - 3 8 0 f、E C o V - 5 2 2 rおよび
ECoV-436p）、およびTaqMan Fast Virus 1-Step 
Master Mix（サーモフィッシャーサイエンティ
フィック）を用い、説明書に従って実施した [11]。
反応条件は、50℃ 5分、95℃ 20秒の後、94℃ 3秒
および60℃ 30秒を40サイクルとした。
　ECoVのヌクレオキャプシド（N）遺伝子の解析の
ために、既報のプライマーセット（ECoV-Nfと
ECoV-Nr）[8]およびPrimeScript II High Fidelity 
One Step RT-PCR Kit（タカラバイオ）を用いて、

RT-PCR法にてN遺伝子の増幅を行った。RT-PCR法
による増幅産物は、ダイレクトシークエンス法に
より解読した（ファスマック）。遺伝子配列の解析
はBLAST、CLUSTALW、およびVector NTI Advance 
11（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
を用いて行った。塩基配列を用いた系統樹解析は
MEGA Vers ion 5 .2  [13]を用い、近隣結合法
に て 実 施 し た 。な お 本 研 究 で 解 読 し た
Hidaka-No.61/2012 およびHidaka-No.119/2012
のN遺伝子のアクセッションナンバーは、それぞ
れLC054263 およびLC054264である。また既報
のECoVであるNC99（AF251144）、Obihiro2004
（AB671298）、Tokachi09（AB555559）および 
Obihiro12-1（AB775893）のN遺伝子配列を、
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
と比較するために使用した。

結　果
　消化器症状を示した子馬から採取された337検
体は、RT-LAMP法およびリアルタイムRT-PCR法に
て全て陰性であった。一方、健康馬から採取された
直腸スワブでは、3検体がRT-LAMP法およびリア
ルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子陽性であっ
た。これら3検体は、2つの牧場において30～39日
齢の子馬から採取されたものであった。陽性3検
体のN遺伝子の増幅を試みた結果、2検体
（ H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012）の増幅に成功した。なお
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
は、2012年4月にそれぞれ異なる牧場において採
取された直腸スワブから検出されている。
　 H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012のN遺伝子全長は、1,341塩
基対および446アミノ酸であり、これまでのECoV
と同じであった。本研究で解読した2つのECoV、お

よび既報の4つの E C o V（ N C 9 9  [ 2 , 1 4 ] 、
Ob i h i r o 2004  [ 4 ]、Tok a c h i 09  [ 8 ]および
Obihiro12-1 [9]）の塩基配列およびアミノ酸配列
の一致率を表1に示す。Hidaka-No.61/2012は、既
報の4つのECoVの塩基配列と98.2～99.9%、アミ
ノ酸配列と9 7 . 3～ 1 0 0 %一致した。また、
Hidaka-No.119/2012は、既報の4つのECoVの塩
基配列と97.8～99.2%、アミノ酸配列と96.6～
98.9%一致した。
　N遺伝子の塩基配列を用いて実施した系統樹解
析の結果を図1に示す。系統樹解析において、
H i d a k a - N o . 6 1 / 2012はOb i h i r o 12 - 1と、
Hidaka-No.119/2012はTokachi09と近縁である
ことが明らかとなった。

考　察
　本研究において、消化器症状を示した子馬の検
体は全てECoV陰性であった。この結果は、ECoVは
北海道日高地方の子馬において消化器症状を引き
起こす要因とはなっていないことを示している。
また健康な子馬から採取された検体は、3検体
（2.5%）のみがECoV陽性であった。以上の結果よ
り、ケンタッキー州中央部と比較して、北海道日高
地方のサラブレッド子馬の間ではECoVが蔓延し
ていないことが明らかとなった。また血清疫学調
査によって、北海道十勝地方の馬群においてECoV
が広く浸潤していることが明らかとなっている 

[7]。日米における疫学調査の結果から、ECoVの浸
潤度が国・地域によって大きく異なることが考え
られる。
　遺伝子配列および系統樹解析の結果から、
Hidaka-No.61/2012のN遺伝子はObihiro12-1と
ほぼ同じであることが明らかとなった。
Obihiro12-1は、2012年2月から4月に発生した重
種馬群におけるECoV感染症の流行時に分離され
たウイルスであることから [9]、2012年4月に検出
されたHidaka-No.61/2012は、この流行時のウイ
ルスが由来であったのかもしれない。一方、
Hidaka-No.119/2012は遺伝子配列および系統樹
解析により、2012年の重種馬群における流行時の
ウイルスが由来ではなかった。しかし結局のとこ
ろ、2013年および2014年の消化器症状を示した
子馬の検体からECoVが検出されなかったことか
ら 、H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012は北海道日高地方の子馬の
間では定着しなかったと考えられる。
　本研究によって、2012年から2014年の北海道
日高地方の子馬の間でECoVが蔓延していないこ
と、および消化器症状を引き起こしていなかった
ことが明らかとなった。
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背景
　ウマコロナウイルス（ECoV）は子馬に消化器症
状を引き起こす病原体の一つと考えられている 
[3]。近年、日本 [4,8,9]および米国 [10,11]では、成
馬におけるECoVの流行が報告されている。ECoV
の流行中、発熱、食欲不振、元気消失、白血球減少
症、および消化器症状が観察され、これらの症状は
感染実験においても再現されている [6]。しかし、
消化器症状を示した子馬からECoVが検出されて
いるものの [1,2]、子馬におけるECoV感染症の流
行の報告はない。
　Slovisらは [12]、米国ケンタッキー州中央部の
健康な子馬および消化器症状を示したサラブレッ

ド子馬の糞便を用いて、リアルタイムRT-PCR法を
実施したところ、症状に関係なく約30%でECoV遺
伝子が検出されたと報告している。この結果は、ケ
ンタッキー州中央部のサラブレッド子馬におい
て、ECoVが広く浸潤していることを示している。
一方日本では、北海道十勝地方の重種馬群におい
てECoVが流行したという報告があるものの、サラ
ブレッド馬群における流行の報告はなく、近年の
疫学状況は不明である。さらに、日本において
ECoVと子馬の消化器症状との関連についても不
明な点が多い。以上のことから本研究では、日本最
大の馬産地である北海道日高地方のサラブレッド
子馬から採取された直腸スワブを用いて、分子生

物学的手法にてECoVの浸潤状況を調査すること
とした。

材料と方法
　2012年から2014年に、消化器症状を示した子
馬307頭（2日齢～5ヶ月齢）から採取された直腸ス
ワブ337検体を用いた。その内訳は、281頭から1
回、22頭から2回、および4頭から3回採取された直
腸スワブである。2012年は63牧場121検体、2013
年は63牧場121検体、そして2014年は44牧場95
検体を採取した。さらに2012年には、30牧場の健
康な子馬120頭（1日齢～80日齢）から120検体を
採取した。採取したスワブは輸送培地またはPBS
に浸漬した。ウイルス遺伝子は、MagNA Pure LC 
Total Nucleic Acid Isolation Kit（ロシュ・ダイアグ
ノスティックス）を用いて検体から抽出した。
　分子生物学的手法は高感度にECoV遺伝子を検
出可能なことから、本研究ではRT-LAMP法および
リアルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子の検出を
試みた。RT-LAMP法は、既報のプライマーセット、
Loopamp RNA増幅試薬キット（栄研化学）、および
カルセイン（Loopamp蛍光・目視検出試薬、栄研化
学）を用い、目視にて判定を行った [5]。増幅反応は
60℃ 40分で実施し、95℃ 2分で反応を停止させ
た。リアルタイムRT-PCR法は、既報のプライマー
セット（E C o V - 3 8 0 f、E C o V - 5 2 2 rおよび
ECoV-436p）、およびTaqMan Fast Virus 1-Step 
Master Mix（サーモフィッシャーサイエンティ
フィック）を用い、説明書に従って実施した [11]。
反応条件は、50℃ 5分、95℃ 20秒の後、94℃ 3秒
および60℃ 30秒を40サイクルとした。
　ECoVのヌクレオキャプシド（N）遺伝子の解析の
ために、既報のプライマーセット（ECoV-Nfと
ECoV-Nr）[8]およびPrimeScript II High Fidelity 
One Step RT-PCR Kit（タカラバイオ）を用いて、

RT-PCR法にてN遺伝子の増幅を行った。RT-PCR法
による増幅産物は、ダイレクトシークエンス法に
より解読した（ファスマック）。遺伝子配列の解析
はBLAST、CLUSTALW、およびVector NTI Advance 
11（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
を用いて行った。塩基配列を用いた系統樹解析は
MEGA Vers ion 5 .2  [13]を用い、近隣結合法
に て 実 施 し た 。な お 本 研 究 で 解 読 し た
Hidaka-No.61/2012 およびHidaka-No.119/2012
のN遺伝子のアクセッションナンバーは、それぞ
れLC054263 およびLC054264である。また既報
のECoVであるNC99（AF251144）、Obihiro2004
（AB671298）、Tokachi09（AB555559）および 
Obihiro12-1（AB775893）のN遺伝子配列を、
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
と比較するために使用した。

結　果
　消化器症状を示した子馬から採取された337検
体は、RT-LAMP法およびリアルタイムRT-PCR法に
て全て陰性であった。一方、健康馬から採取された
直腸スワブでは、3検体がRT-LAMP法およびリア
ルタイムRT-PCR法にてECoV遺伝子陽性であっ
た。これら3検体は、2つの牧場において30～39日
齢の子馬から採取されたものであった。陽性3検
体のN遺伝子の増幅を試みた結果、2検体
（ H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012）の増幅に成功した。なお
Hidaka-No.61/2012およびHidaka-No.119/2012
は、2012年4月にそれぞれ異なる牧場において採
取された直腸スワブから検出されている。
　 H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012のN遺伝子全長は、1,341塩
基対および446アミノ酸であり、これまでのECoV
と同じであった。本研究で解読した2つのECoV、お

よび既報の4つの E C o V（ N C 9 9  [ 2 , 1 4 ] 、
Ob i h i r o 2004  [ 4 ]、Tok a c h i 09  [ 8 ]および
Obihiro12-1 [9]）の塩基配列およびアミノ酸配列
の一致率を表1に示す。Hidaka-No.61/2012は、既
報の4つのECoVの塩基配列と98.2～99.9%、アミ
ノ酸配列と9 7 . 3～ 1 0 0 %一致した。また、
Hidaka-No.119/2012は、既報の4つのECoVの塩
基配列と97.8～99.2%、アミノ酸配列と96.6～
98.9%一致した。
　N遺伝子の塩基配列を用いて実施した系統樹解
析の結果を図1に示す。系統樹解析において、
H i d a k a - N o . 6 1 / 2012はOb i h i r o 12 - 1と、
Hidaka-No.119/2012はTokachi09と近縁である
ことが明らかとなった。

考　察
　本研究において、消化器症状を示した子馬の検
体は全てECoV陰性であった。この結果は、ECoVは
北海道日高地方の子馬において消化器症状を引き
起こす要因とはなっていないことを示している。
また健康な子馬から採取された検体は、3検体
（2.5%）のみがECoV陽性であった。以上の結果よ
り、ケンタッキー州中央部と比較して、北海道日高
地方のサラブレッド子馬の間ではECoVが蔓延し
ていないことが明らかとなった。また血清疫学調
査によって、北海道十勝地方の馬群においてECoV
が広く浸潤していることが明らかとなっている 

[7]。日米における疫学調査の結果から、ECoVの浸
潤度が国・地域によって大きく異なることが考え
られる。
　遺伝子配列および系統樹解析の結果から、
Hidaka-No.61/2012のN遺伝子はObihiro12-1と
ほぼ同じであることが明らかとなった。
Obihiro12-1は、2012年2月から4月に発生した重
種馬群におけるECoV感染症の流行時に分離され
たウイルスであることから [9]、2012年4月に検出
されたHidaka-No.61/2012は、この流行時のウイ
ルスが由来であったのかもしれない。一方、
Hidaka-No.119/2012は遺伝子配列および系統樹
解析により、2012年の重種馬群における流行時の
ウイルスが由来ではなかった。しかし結局のとこ
ろ、2013年および2014年の消化器症状を示した
子馬の検体からECoVが検出されなかったことか
ら 、H i d a k a - N o . 6 1 / 2 0 1 2 お よ び
Hidaka-No.119/2012は北海道日高地方の子馬の
間では定着しなかったと考えられる。
　本研究によって、2012年から2014年の北海道
日高地方の子馬の間でECoVが蔓延していないこ
と、および消化器症状を引き起こしていなかった
ことが明らかとなった。
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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要約

　重輓馬雌馬の発情期の卵胞、子宮の形態的変化を観察し、GnRH類似体 ブセレリン（以後ブセレリン） 
単回投与が排卵と内分泌動態に及ぼす影響を検討した。重輓馬雌馬22頭をブセレリン投与群(n=8)、対
照群(n=14)に分類し、試情馬による発情徴候を示し、>45mmの主席卵胞が存在し、前回検査と比較して
子宮浮腫の減少が認識された時に、ブセレリン40μgを筋肉内投与した。定時に経直腸超音波診断装置に
よる卵胞、子宮の観察と血中LH、FSH、プロジェステロン、エストラジオール-17βを測定した。
　48時間以内の排卵率は投与群100％(8/8)で、対照群57.1％(8/14)に比べ高く (P=0.051)、排卵確認ま
での平均時間は投与群29±9(SEM)時間、対照群59±7(SEM)時間であった。交配回数、二排卵率、受胎率
は両群に差は認められなかった。ブセレリン投与1～2日にLH、FSHは一過性に上昇し、対照群ではLHは
排卵時に高く、FSHは卵胞の成長に伴い一過性の上昇が認められた。45mm以上の主席卵胞を有し、子宮
浮腫減少時のブセレリン40μg単回投与は、重輓馬雌馬に対して排卵効果に有用性があることが示唆さ
れた。
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重輓馬雌馬へのGnRH類似体ブセレリン単回投与が
排卵効果に及ぼす影響と内分泌動態
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（試情馬による発情徴候を示し、>45mmの主席卵胞が認められ
た時にブセレリン40μg、20μgを筋肉内投与し、同様の条件で
観察した無処置群との48時間以内の排卵率の比較）

はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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図１　ブセレリン40μg、20μg 投与群と無処置群
の排卵率
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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（排卵５日前から１日前の主席卵胞の（長径＋短径）/2を卵胞径
とした平均卵胞径の推移。０：排卵）

図２　排卵までの主席卵胞径の推移（０=排卵）

（投与群: ブセレリン投与時０時、対照群:卵胞径＞45mm、子宮
浮腫の減少を０時）

図３　投与群と対照群の排卵間隔（時間） 

表1　交配回数、２排卵率、妊娠率
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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（投与群はブセレリン投与日、非投与群は投与群と同様に＞
45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認められた日を0日とした。投
与群は開始日と同じ時間、もしくは前後の平均を用いて１日１
データーとして解析）

図４　血中 LH、FSH、プロジェステロン、エストラ
ジオール-17β（平均±SEM）の推移
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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はじめに
　馬は長日性の季節繁殖動物で、交配時期が限定
される。重輓馬の生産地である北海道（十勝）の交
配適期は3～6月に限定され、受胎の成否により生
産性は大きく左右される。効率的な重輓馬生産の
ために、一発情一回の交配、衛生的な人工授精によ
る受胎が望ましく、授精適期の調節が効果的であ
ると考えられるが、重輓馬雌馬の効果的な排卵誘
起に関する研究報告はほとんど認められない。
　一般的に馬の排卵誘起には、ヒト絨毛性ゴナド
トロピン (以後hCG)が用いられている。>35mmの
卵胞に対してhCG1500～6000IU投与し、48～72

時間以内に排卵が集中する高い排卵効果が報告さ
れている[5.8.13.21.22.33]。hCGは経済的で高い
排卵効果の反面、複数排卵による双胎妊娠のリス
ク[27]や、抗体産生による反応性の低下が指摘さ
れている [30.31]。そこで、GnRH類似体デスロレ
リンインプラント製剤（OvuplantTM）による効果的
な排卵誘起が試みられている[4.7.18.20]。しかし、
インプラント製剤の適応は不受胎の場合、下垂体
性ダウンレギュレーションによる発情休止期や排
卵間隔の延長が指摘され、排卵確認後インプラン
ト製剤を除去することが推奨されている[7.18]。
また、日本ではインプラント製剤は認可されてい

ない。そこで、ブセレリン投与による排卵誘起が試
みられ[1.2.14.32]、単回投与による排卵効果の報
告がある[32]。一方で、ブセレリン単回投与は、LH
の一過性の上昇を示すが、LHサージの持続には不
十分である [10.21.26.29]との報告もある。このよ
うな背景からブセレリンの単回投与による排卵効
果と、繁殖成績に及ぼす影響を検討し、重輓馬雌馬
の発情期の卵胞、子宮の形態的変化と内分泌動態
を明らかにするために試験を行った。

供試馬および試験方法
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬のべ102頭に対して、試
情馬による発情徴候を示し、1～3日間の経直腸超
音波検査にて>45mmの主席卵胞が認められた時
にブセレリン[エストマール注、川崎三鷹製薬(株)、
東京]40μg（n=31）、20μg（n=21）を筋肉内投与し、
同様の条件で観察した無処置群（n=50）との48時
間以内の排卵率の比較検討を行った。ブセレリン
40μg投与群の48時間以内の排卵率は93.5％
(28/31)、ブセレリン20μg 投与群は71.4％
(15/21)、無処置群は56％（28/50）であった[図
１]。ブセレリン40μg 投与群の48時間以内の排卵
率が、無処置群に比べ有意に高かった（P＜0.01）
ことから、ブセレリン投与量を40μgと設定し、発
情期の卵胞、子宮の形態的変化を明らかにし、内分

泌学的検索を目的として本試験を実施した。
　連続する2繁殖シーズンの4～6月、正常な発情
周期を有する重輓馬雌馬16頭、のべ22頭に対し
て、試情馬による発情徴候を示し>45mmの主席卵
胞が確認され、前回記録された子宮浮腫の減少が
観察された時にブセレリン40μgを筋肉内投与し
た投与群（n=8）と、無処置で排卵まで観察した対
照群(n=14)において観察を行った。供試馬の年齢
は3～17歳、平均8.9±4.7(SD)歳、産次数は0～10
産（未経産3頭、経産19頭）、平均3.2±2.8(SD)産で
あった。対照群の1例が分娩後15日での観察で
あったが、投与群（8頭）およびその他の対照群（13
頭）は、分娩後29日以降の観察および空胎馬（4頭）
における発情で観察を行った。
　投与試験は、総発情周期数を基に、投与群、対照
群をクロスオーバーデザインにより試験を実施し
た。投与群は投与後、排卵確認まで6時間間隔、排
卵後は48時間まで12時間間隔で卵胞（卵巣）、子宮
の経直腸超音波検査を行った。対照群は、排卵確認
後2日まで、1日間隔で同様に卵胞（卵巣）、子宮の
観察を行った。卵胞および子宮の形態は、経直腸に
て超音波診断装置に5MHzリニア型直腸検査用探
触子 [SSD-500,UST-588-5,Aloka,tokyo]を接続し
て検索した。描出された卵胞静止像から（長径＋短
径）/2を卵胞径として計測した。両群とも超音波検
査に際しヘパリンナトリウム加真空採血管にて、
頚静脈より採血し、遠心分離後、血漿を-30℃にて
凍結保存し、ホルモン測定に供した。
　試験期間中、供試馬は種雄馬による自然交配を
行い、交配回数と、初回排卵から48時間以内に排
卵が確認された場合を二排卵とし二排卵率を比較
した。排卵確認後、14日と21日に経直腸超音波検
査による妊娠診断を行い両群における受胎率を比
較した。
　結果は平均値±標準誤差で示した。主席卵胞径
は継続して計測しANOVAの分散分析に供した。有
意な変化はANOVAの分散分析に供し、投与群と対
照群との間で有意差検定を行った。群間での排卵
率と妊娠率の相違はフィシャーの正確確立検定、
交配回数はウェルチのT検定、二排卵率は カイ二
乗検定を行った。すべての統計処理にはコン
ピュータのソフトウエアStat Viewを使用し、5％

未満の危険率で有意差を検討した。

成績
排卵までの卵胞径および形状の変化
　排卵5日前から1日前までの平均卵胞径の推移
を図２に示した。対照群では3日前、卵胞径は
45.7±1.1mm(n=9)から1日前50.3±1mm(n=14)
に成長し排卵に至った。投与群では3日前の卵胞
径47.0±1.6mm(n=7)から1日前52.1±1.9mm
(n=8)に成長し排卵に至った。投与群と対照群の卵
胞径は排卵に向け成長したが、卵胞発育に伴う卵
胞径は両群に差は認められなかった。6時間間隔
で観察を行った投与群の8例において、6例（75％）
は排卵前24～6時間で卵胞は球形から円錐形、ま
た洋梨状への形態的変化が認められ排卵したが、
2例（25％）は球形のまま排卵に至り、明らかな形
態的変化は認められなかった。

排卵までの時間
　供試馬の24時間間隔での排卵率を図３に示し
た。排卵確認までの時間は投与群が6～48時間、平
均29±9(n=8)時間、対照群が12～120時間、平均
59±7(n=14)時間であった。投与群では48時間以
内の排卵率が100％(8/8)で、非投与群の57.1％
(8/14)に比べ高い傾向が認められた(P≒0.051)。
投与群では6時間以内に排卵が確認されたのが
37.5％(3/8)、また42～48時間が62.5％(5/8)と2

群に分かれた。対照群では48～72時間後に排卵し
たのは1頭（7.1％）のみで5頭（35.7％）は72時間以
上経過して排卵に至った。

交配回数、二排卵率、受胎率
　一発情あたりの交配回数は対照群では1～3回、
平均1.6±0.2(n=14)回、投与群では1～2回、平均
1.8±0.2(n=8)回で両群に有意な差はなかった。対
照群では3回の交配が3例あったが、投与群では2
回以上の交配はなかった。
　投与群の48時間以内の二排卵率は37.5％(3/8)
で、対照群の28.6％(4/14)に比べ高い傾向がみら
れたが有意な差は認められなかった。
　受胎率は投与群、対照群ともに50％(4/8および
7/14)で両群に差はなく、双胎妊娠も認められな
かった。交配回数、複数排卵率、受胎率は表１に示
した。

内分泌動態
　投与群はブセレリン投与日、対照群は投与群と
同様に＞45mmの卵胞、子宮浮腫の減少が認めら

れた日を0日とし、－3日から4日までのLH、FSH、
プロジェステロン、エストラジオール-17βの推移
を図４に示した。投与群における値は開始日と同
じ時間の値、もしくは前後の平均を用いて１日１
値として解析した。
　対照群における黄体形成ホルモン(LH)の推移
は、0日に1.8±0.4(n=13)ng/mlから漸増し、3日に
は3.0±0.5(n=11)ng/mlに上昇、4日に2.6±0.6
(n=9)ng/mlと減少に転じた。一方投与群では、0日
まで対照群と類似して推移しブセレリン投与時
1.6±0.3(n=8)ng/mlが投与後1日に3.6±1.5
(n=8)ng/mlに一過性の上昇を示し、2日に1.7±0.5
(n=8)ng/mlに減少した。

　対照群における卵胞刺激ホルモン(FSH)の推移
は－3日から1日までは2.0ng/mlの近値で推移し、
2日から増加に転じ4日に5.6±1.6(n=9)ng/mlに
増加した。一方投与群は0日に2.1±0.5(n=8)ng/ml
から2日に3.1±0.7(n=8)ng/mlと一過性に増加し、
4日に2.3±0.5(n=6)ng/mlに減少し、対照群に対し
て低値であったが、有意な差は認められなかった。
　プロジェステロン(P4)の推移は投与群、対照群と
も－3日から1日にかけて0.5ng/ml以下の基底値
で推移し、2から3日に両群増加に転じ、投与群で4
日に2.2±0.5(n=6)ng/ml、対照群で1.1±0.3
(n=9)ng/mlに増加した。排卵が48時間以内であっ
た投与群のP4は高い傾向であったが対照群との間
に有意な差は認められなかった。
　エストラジオール-17β(E2)の推移は、対照群は
－3日から増加し2日に7.2±2.2(n=14)pg/mlと
ピークに達し、3日に3.6±0.7(n=12)pg/mlと減少
した。投与群では0日に5.6±1.4(n=8)、3日に
2.5±0.8(n=6)pg/mlに減少した。両群ともに排卵
確認前後に低下する傾向が認められた。

考察
　馬の排卵時期予測の指標として、主席卵胞径と
子宮の浮腫所見が有力な手がかりとされている
[3.16.22.28]。馬の排卵前の卵胞径は約40～
45mmとされ、季節や馬の種類によって変動があ
る［15］。本研究において、世界最大級の馬として
認識されている日本輓系種（重輓馬）の排卵前の卵
胞径は50mm以上で、60mmに達する卵胞も認め
られ、報告されている馬の平均的な卵胞径より大
型であった。また、日本の重輓馬における排卵前の
卵胞径に関する報告とほぼ一致していた[17]。 
　排卵前の卵胞形状は84％が球形から円錐、洋ナ
シ状などに形状の変化が認められ、16％が球形の
状態で排卵に至った報告がある[28]。6時間間隔で
観察を行った投与群において、排卵6時間前に球
形を呈していたのは2例（25％）で、6例（75％）は、
排卵前24～6時間は球形から円錐形、また洋梨状
への形態的変化が認められた。卵胞の形態的変化
は排卵7日前にも認められる（3％）[28]ことから、
卵胞の形態変化のみで排卵時期を推測することは
適切ではない。子宮の浮腫所見は排卵約3日前に

最も明瞭になり排卵1～2日前に減少し、排卵時期
の有力な指標とされている[3.11］。しかし、繁殖移
行期の排卵を伴わない発情においても64％に子
宮の浮腫像が認められ[34]、また、子宮内膜炎にお
いて高度な浮腫像が認められる[15]ことから、子
宮の浮腫所見のみで排卵の時期を判定することも
適切ではない。ブセレリン投与時期を＞45mmの
卵胞を有し、子宮浮腫の減少時に設定したところ
48時間以内の排卵率は100％、36時間以内が37．
5％(3/8)、36～48時間が62．5％ (5/8)と2群に分
かれた。36時間以内に排卵が確認された群は、投
与時すでに排卵に近似した内因性のホルモン動態
であったと推測される。排卵が36～48時間に集中
する傾向が認められたことは、ブセレリン投与に
よるLH、FSHの上昇が卵胞の成熟を早め、排卵を促
進したと考えられる。＞35mmの卵胞を有する馬
への hCG投与においても、排卵が36時間前後に集
中する傾向があるとの同様な傾向が認められた
［33］。馬は二排卵率が高く、特にサラブレッド種
では37.2％に二排卵が認められ、早期妊娠診断（排
卵後13～16日）において16.2％に双胎妊娠が認め
られている［25］。本試験では二排卵率が投与群で
高い傾向にあったが、両群の受胎率は、それぞれ
50％(4/8.7/14)で差はなく、危惧された双胎妊娠
例は認められなかった。
　頻回交配が常態化している重輓馬生産におい
て、交配回数の低減は一つの課題である。試験期間
中、両群とも畜主の判断により自然交配が行われ、
交配回数に有意な差は認められなかった。しかし、
対照群では一発情3回交配が3例あったが投与群
は全て2回以内であった。頻回交配を避けること
は交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低下し、種雄
馬の負担軽減による利活用の促進に有用であると
考えられる。
　ブセレリン単回投与による内分泌動態の変化は
対照群と比較して、LH、FSHにみられた。対照群の
LHは排卵3日前より漸増し、排卵1～2日後にピー
クに達し、報告されているウマLH分泌パターン
[19.23]と近似していた。一方、投与群では投与6～
24時間に一過性の上昇を示したのち低値で推移
した。ブセレリン投与によりLH分泌が促進され、
性腺刺激ホルモン分泌細胞が脱感作状態にある

か、LH分泌に負のフィードバックが働いているこ
とが推測された。
　馬の排卵前後におけるFSHは、対照群と同様に
排卵前後に上昇を開始する内分泌動態が知られて
いる［6］。しかし、投与群では投与1～2日後に一過
性の上昇を示し、排卵後は低値で推移した。FSH分
泌刺激によるLHの推移と同様の作用が推測され
た。
　P4は排卵まで基底値で推移し、排卵後24～36時
間に上昇し5～7日に最大に達するとされ[19.24]、
両群ともに同様の推移を示した。投与群では排卵
が全て48時間以内で4日のP4値は高かったことか
らブセレリン投与後の黄体形成に対する生理的影
響はないものと推測される。
　E2の推移は、減少傾向に転じて排卵に至り、報告
［12.19］されているE2分泌パターンと近似してい
た。排卵前のhCG投与によって、E2の減少と卵胞発
育の停止との関連が指摘されている[9]。E2は大型
卵胞の顆粒層から分泌され、卵胞の発育と成熟に
密接に関与している。子宮の浮腫所見が減少する
時期は、E2が減少に転じ排卵に向けた卵胞成熟の
指標となりうる。
　本研究では、ブセレリン投与群の48時間以内の
排卵率が100％であり、重輓馬雌馬が＞45mmの
主席卵胞を有し子宮の浮腫が減少した時、ブセレ
リン40μg単回投与の排卵効果への有用性が明ら
かになった。さらに、排卵誘起により、交配回数を
減らすことは交配誘導性子宮内膜炎のリスクを低
減し、重輓馬の効率的、衛生的な繁殖管理技術の一
つとなりうることが示唆された。
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解 説 記 事

装蹄歴史案内

（元）競走馬総合研究所　関口　隆

第17回　国産競走ニウム蹄鉄の普及
競走馬の蹄鉄と蹄釘の不足
　日中戦争が始まると、アメリカが行った経済封
鎖の影響で輸入が制限されたため、外国製の蹄鉄
や蹄釘が入手困難になりました。特に蹄釘は、外国
製品が優秀で国内需要の90％以上を占めていた
ため、国産品はありませんでした。販売店から在庫
が無くなると、装蹄業界に深刻な影響を与えまし
た1 - 3) (写真1)。

　また物資の配給統制が始まって、金属や皮革の
使用が制限されると、競走馬の蹄鉄や馬具が不足
するようになりました。昭和13年9月の競馬雑誌
には次のような記事があります。
　「現下物資統制によって、競馬に欠くべからざる
蹄鉄、鞍に使用する皮革が不足と云われている。何
れも代用品を使用し得ぬものだけに相当問題であ
ると云わねばならぬ。殊に蹄鉄に於いては、現在の
ストック品を使用すると、施行規程に違反する歯
鉄様のものになるというので、現在当局に於いて
研究中である。競馬が国防の一端をなすものであ
り、従って重要なる軍需資源であるという立前か
ら、この問題は早急に解決されなければならない
と思う。切に当事者の善処を望む。」4 )

　このような状況に対し、東京、中山、横浜競馬場
の蹄鉄工で組織する日本競馬装蹄業者組合(組合
長：座間兼治郎)は、蹄鉄材料である鉄桿(てっかん)
や蹄釘の調達を求める嘆願書「装蹄材料調辯斡旋
方の件御願」を競馬会に提出しました。そして特に
蹄釘の不足について触れ、その窮状を次のように
訴えています。
　「殊に蹄釘は輸入途絶の為、販売所に在庫品無
之、従って入手困難と相成候に付、輸入再現の取計
(とりはからい)を受くるか、又は内地に於いて輸
入品に等しき代用品製造配布を受くるにあらざれ
ば競走馬の装蹄中止の已むなきに至り、従て競走
上に支障相生じ、憂慮に堪へざる次第に有之候条、
事情御賢察の上調辯斡旋方御配慮相煩し度、組合
総会の決議に依り此段及御願候也。」5 ) ※１

※１　国産蹄釘の開発：陸軍は複数の業者を督励
し、蹄釘の開発を急いだ。その結果、昭和13年
9月、大阪の湯浅商店(写真1)が製造機械を開

発し、国産蹄釘を陸軍に納品した。そして10
月から「桜印」の商品名で、民間に販売を開始
した 6 ,7 )。

　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。ま
た競馬の売得金に対する政府納付金は、政府(陸
軍)の重要な財源でした。そして「競馬は国策」とい
う陸軍の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できました。競走
馬の蹄鉄も昭和13年10月、日本競馬会蹄鉄工業組
合が結成され、競走馬専用として鉄桿の配給を受
けることになりました。また蹄釘は、競馬会が政府
から特別の許可を得て輸入し、各場へ配布しまし
た。その後昭和15年になって輸入が再開されまし
たが、農林省が直接配給統制を実施したため、競走
馬の蹄釘は競馬会を通して各場へ配布されまし
た。8 ,9 )。
　競馬の売上げは驚異的な数字を示し、昭和16年
の売得金は2億9千万円に達し、戦前の最高記録を
作りました。昭和17年、軍事費を賄うため政府が
馬券税を賦課すると、入場者、売得金ともに半減し
ましたが、競馬人気は高く、空襲警報が発令され敵
機の襲来で競馬が中止、中断される中、昭和18年
まで続けられました。「馬強ければ国強し」、競馬開
催を告げるポスターが電車内に掲示されていまし
た10 ,11 )（写真2）。

国産競走ニウム蹄鉄の普及
　競馬倶楽部時代、競馬用のアルミニウム蹄鉄は
欧米から外国製品が輸入されていました。しかし
舶来品は高価であったため、昭和5年横浜の和田新
太郎氏がより安価な競馬用「アルミニューム」蹄鉄
を開発し、特許を取得して販売を開始しました。そ
して政府が国産品を奨励したこともあって、ダー
ビー馬ワカタカ号をはじめ多くの競走馬が使用す
るようになりました。
　その後日本競馬会時代になると、新競馬施行規
程によって歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄が禁
止され、また戦況の悪化によって外国製品の輸入
が制限されるようになりました。そのため、歯鉄や
外国製蹄鉄に代わる競走用蹄鉄として、鉄幅や厚
さなど規格を定めた鉄製の競走蹄鉄(以下競走蹄
鉄)と、国産の競走ニウム蹄鉄が使用されるように
なり、戦後再開された日本競馬会へ受け継がれま
した。(写真3)。

　そして国営競馬なって、昭和23年農林省畜産局
から通知された「競走馬に対する競走蹄鉄取締の
件」によって、歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄を
禁止するとともに、競走蹄鉄の規格(鉄幅や厚さ、
釘溝の幅や深さなど)が明記されました。また競馬
部は競走ニウム蹄鉄を競走用蹄鉄と認め、規格に
あった競走蹄鉄と、競走ニウム蹄鉄を使用するよ
うに厩舎関係者を指導しました。13 )。
　また当時国営競馬では、騎乗手当や出走手当な
どの補助金に代わり、賞金として調教師賞、騎手賞
及び馬丁賞と、出走馬を増やすため着外賞が設け

られました。そして交付される着順と賞金は、競馬
概定番組一般事項で定められていました14 )※２。そ
の後昭和28年になると、これらを定める項目に
「平地競走及び障害競走において、競走蹄鉄(装着
時の出来上がり厚さ6.6粍以下、最大部分の巾13.2
粍以下のもの及びニューム蹄鉄)※３を使用しない
で出走し、6着以下となった馬については、着外賞、
調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は交付しない。」とい
う条文が加えられました。15 )。この改正によって競
馬部は、競走蹄鉄の取締りを強化しましたが、同時
に軽量で競走に有利な競走ニウム蹄鉄が、急速に
普及したと考えられます。
　そして、日本中央競馬会が発足した昭和30年代
に入ると、調教蹄鉄から競走蹄鉄への度重なる打
換えで蹄質が悪化し、蹄壁欠損などを誘発して、護
蹄や競走能力に影響を与えると問題視されるよう
になりました。そのため競馬会は、調教と競走の両
方に使用できる競走用蹄鉄として、昭和35年兼用
蹄鉄「改良ニューム蹄鉄」が開発し、更に昭和49年
「新改良ニューム蹄鉄」の試作から兼用蹄鉄の普及
が始まりました16 -19 )(写真4)。そしてジャパンカッ
プなど国際レースの創設を契機に、昭和56年には
アメリカとフランスの外国製蹄鉄が使用許可さ
れ、競走蹄鉄は新しい時代を迎えました20 , 21 )。

※２　昭和28年 競馬概定番組 第5号では、着外賞
は本賞が第3着賞までの競走は4着から10着、
本賞が5着賞までの競走は6着から10着の入
着馬。調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は1着から
10着までの入着馬に、それぞれの賞金額を交
付すると規定されていた。

※３　その後、競走蹄鉄の規格が改正され、昭和
28年 競馬概定番組 第7号から、「装着時の出
来上り厚さ2分(6粍)以下、最大部分の巾4分
(12粍)以下のもの及びニューム蹄鉄」になっ
た。

　現在では兼用蹄鉄が競走蹄鉄の主流を占めてい
ますが、国産の競走ニウム蹄鉄は競馬倶楽部時代
に開発され、日本競馬会から国営競馬時代にかけ
て普及していきました。競走ニウム蹄鉄は、戦争な

ど競馬を取り巻く社会情勢や競馬施行規程の変革
の中で、競馬サークルが辿り着いた競走蹄鉄の姿
でした。そして昭和50年代後半まで、中央競馬に
出走する90％以上の競走馬が、競走ニウム蹄鉄を
使用していました22 )(写真5)。
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第17回　国産競走ニウム蹄鉄の普及
競走馬の蹄鉄と蹄釘の不足
　日中戦争が始まると、アメリカが行った経済封
鎖の影響で輸入が制限されたため、外国製の蹄鉄
や蹄釘が入手困難になりました。特に蹄釘は、外国
製品が優秀で国内需要の90％以上を占めていた
ため、国産品はありませんでした。販売店から在庫
が無くなると、装蹄業界に深刻な影響を与えまし
た1 - 3) (写真1)。

　また物資の配給統制が始まって、金属や皮革の
使用が制限されると、競走馬の蹄鉄や馬具が不足
するようになりました。昭和13年9月の競馬雑誌
には次のような記事があります。
　「現下物資統制によって、競馬に欠くべからざる
蹄鉄、鞍に使用する皮革が不足と云われている。何
れも代用品を使用し得ぬものだけに相当問題であ
ると云わねばならぬ。殊に蹄鉄に於いては、現在の
ストック品を使用すると、施行規程に違反する歯
鉄様のものになるというので、現在当局に於いて
研究中である。競馬が国防の一端をなすものであ
り、従って重要なる軍需資源であるという立前か
ら、この問題は早急に解決されなければならない
と思う。切に当事者の善処を望む。」4 )

　このような状況に対し、東京、中山、横浜競馬場
の蹄鉄工で組織する日本競馬装蹄業者組合(組合
長：座間兼治郎)は、蹄鉄材料である鉄桿(てっかん)
や蹄釘の調達を求める嘆願書「装蹄材料調辯斡旋
方の件御願」を競馬会に提出しました。そして特に
蹄釘の不足について触れ、その窮状を次のように
訴えています。
　「殊に蹄釘は輸入途絶の為、販売所に在庫品無
之、従って入手困難と相成候に付、輸入再現の取計
(とりはからい)を受くるか、又は内地に於いて輸
入品に等しき代用品製造配布を受くるにあらざれ
ば競走馬の装蹄中止の已むなきに至り、従て競走
上に支障相生じ、憂慮に堪へざる次第に有之候条、
事情御賢察の上調辯斡旋方御配慮相煩し度、組合
総会の決議に依り此段及御願候也。」5 ) ※１

※１　国産蹄釘の開発：陸軍は複数の業者を督励
し、蹄釘の開発を急いだ。その結果、昭和13年
9月、大阪の湯浅商店(写真1)が製造機械を開

発し、国産蹄釘を陸軍に納品した。そして10
月から「桜印」の商品名で、民間に販売を開始
した 6 ,7 )。

　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。ま
た競馬の売得金に対する政府納付金は、政府(陸
軍)の重要な財源でした。そして「競馬は国策」とい
う陸軍の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できました。競走
馬の蹄鉄も昭和13年10月、日本競馬会蹄鉄工業組
合が結成され、競走馬専用として鉄桿の配給を受
けることになりました。また蹄釘は、競馬会が政府
から特別の許可を得て輸入し、各場へ配布しまし
た。その後昭和15年になって輸入が再開されまし
たが、農林省が直接配給統制を実施したため、競走
馬の蹄釘は競馬会を通して各場へ配布されまし
た。8 ,9 )。
　競馬の売上げは驚異的な数字を示し、昭和16年
の売得金は2億9千万円に達し、戦前の最高記録を
作りました。昭和17年、軍事費を賄うため政府が
馬券税を賦課すると、入場者、売得金ともに半減し
ましたが、競馬人気は高く、空襲警報が発令され敵
機の襲来で競馬が中止、中断される中、昭和18年
まで続けられました。「馬強ければ国強し」、競馬開
催を告げるポスターが電車内に掲示されていまし
た10 ,11 )（写真2）。

国産競走ニウム蹄鉄の普及
　競馬倶楽部時代、競馬用のアルミニウム蹄鉄は
欧米から外国製品が輸入されていました。しかし
舶来品は高価であったため、昭和5年横浜の和田新
太郎氏がより安価な競馬用「アルミニューム」蹄鉄
を開発し、特許を取得して販売を開始しました。そ
して政府が国産品を奨励したこともあって、ダー
ビー馬ワカタカ号をはじめ多くの競走馬が使用す
るようになりました。
　その後日本競馬会時代になると、新競馬施行規
程によって歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄が禁
止され、また戦況の悪化によって外国製品の輸入
が制限されるようになりました。そのため、歯鉄や
外国製蹄鉄に代わる競走用蹄鉄として、鉄幅や厚
さなど規格を定めた鉄製の競走蹄鉄(以下競走蹄
鉄)と、国産の競走ニウム蹄鉄が使用されるように
なり、戦後再開された日本競馬会へ受け継がれま
した。(写真3)。

　そして国営競馬なって、昭和23年農林省畜産局
から通知された「競走馬に対する競走蹄鉄取締の
件」によって、歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄を
禁止するとともに、競走蹄鉄の規格(鉄幅や厚さ、
釘溝の幅や深さなど)が明記されました。また競馬
部は競走ニウム蹄鉄を競走用蹄鉄と認め、規格に
あった競走蹄鉄と、競走ニウム蹄鉄を使用するよ
うに厩舎関係者を指導しました。13 )。
　また当時国営競馬では、騎乗手当や出走手当な
どの補助金に代わり、賞金として調教師賞、騎手賞
及び馬丁賞と、出走馬を増やすため着外賞が設け

られました。そして交付される着順と賞金は、競馬
概定番組一般事項で定められていました14 )※２。そ
の後昭和28年になると、これらを定める項目に
「平地競走及び障害競走において、競走蹄鉄(装着
時の出来上がり厚さ6.6粍以下、最大部分の巾13.2
粍以下のもの及びニューム蹄鉄)※３を使用しない
で出走し、6着以下となった馬については、着外賞、
調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は交付しない。」とい
う条文が加えられました。15 )。この改正によって競
馬部は、競走蹄鉄の取締りを強化しましたが、同時
に軽量で競走に有利な競走ニウム蹄鉄が、急速に
普及したと考えられます。
　そして、日本中央競馬会が発足した昭和30年代
に入ると、調教蹄鉄から競走蹄鉄への度重なる打
換えで蹄質が悪化し、蹄壁欠損などを誘発して、護
蹄や競走能力に影響を与えると問題視されるよう
になりました。そのため競馬会は、調教と競走の両
方に使用できる競走用蹄鉄として、昭和35年兼用
蹄鉄「改良ニューム蹄鉄」が開発し、更に昭和49年
「新改良ニューム蹄鉄」の試作から兼用蹄鉄の普及
が始まりました16 -19 )(写真4)。そしてジャパンカッ
プなど国際レースの創設を契機に、昭和56年には
アメリカとフランスの外国製蹄鉄が使用許可さ
れ、競走蹄鉄は新しい時代を迎えました20 , 21 )。

※２　昭和28年 競馬概定番組 第5号では、着外賞
は本賞が第3着賞までの競走は4着から10着、
本賞が5着賞までの競走は6着から10着の入
着馬。調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は1着から
10着までの入着馬に、それぞれの賞金額を交
付すると規定されていた。

※３　その後、競走蹄鉄の規格が改正され、昭和
28年 競馬概定番組 第7号から、「装着時の出
来上り厚さ2分(6粍)以下、最大部分の巾4分
(12粍)以下のもの及びニューム蹄鉄」になっ
た。

　現在では兼用蹄鉄が競走蹄鉄の主流を占めてい
ますが、国産の競走ニウム蹄鉄は競馬倶楽部時代
に開発され、日本競馬会から国営競馬時代にかけ
て普及していきました。競走ニウム蹄鉄は、戦争な

ど競馬を取り巻く社会情勢や競馬施行規程の変革
の中で、競馬サークルが辿り着いた競走蹄鉄の姿
でした。そして昭和50年代後半まで、中央競馬に
出走する90％以上の競走馬が、競走ニウム蹄鉄を
使用していました22 )(写真5)。
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蹄鉄の使用状況と効果について.162 - 170.日
本中央競馬会 競走馬総合研究所,東京.

(写真2）横浜競馬の開催を告げるポスター
　　　　　　　　　   昭和17年　馬政局・日本競馬会
馬券税が賦課され入場者、売得金ともに半減すると、競馬会は
馬政局と協議して、昭和15年以降中止していた開催広告を秋競
馬から再開した。広告は電車内への掲示や新聞、雑誌に掲載し、
入場者の誘致に努めた12 )。

（昭和館　所蔵）

(写真3）競馬用アルミニウム蹄鉄の広告
　　　　　　　　　　　　昭和13年　和田蹄鉄工場
(競馬ファン第13巻第12号.  昭和13年黎明社発行より引用。

JRA提供)
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第17回　国産競走ニウム蹄鉄の普及
競走馬の蹄鉄と蹄釘の不足
　日中戦争が始まると、アメリカが行った経済封
鎖の影響で輸入が制限されたため、外国製の蹄鉄
や蹄釘が入手困難になりました。特に蹄釘は、外国
製品が優秀で国内需要の90％以上を占めていた
ため、国産品はありませんでした。販売店から在庫
が無くなると、装蹄業界に深刻な影響を与えまし
た1 - 3) (写真1)。

　また物資の配給統制が始まって、金属や皮革の
使用が制限されると、競走馬の蹄鉄や馬具が不足
するようになりました。昭和13年9月の競馬雑誌
には次のような記事があります。
　「現下物資統制によって、競馬に欠くべからざる
蹄鉄、鞍に使用する皮革が不足と云われている。何
れも代用品を使用し得ぬものだけに相当問題であ
ると云わねばならぬ。殊に蹄鉄に於いては、現在の
ストック品を使用すると、施行規程に違反する歯
鉄様のものになるというので、現在当局に於いて
研究中である。競馬が国防の一端をなすものであ
り、従って重要なる軍需資源であるという立前か
ら、この問題は早急に解決されなければならない
と思う。切に当事者の善処を望む。」4 )

　このような状況に対し、東京、中山、横浜競馬場
の蹄鉄工で組織する日本競馬装蹄業者組合(組合
長：座間兼治郎)は、蹄鉄材料である鉄桿(てっかん)
や蹄釘の調達を求める嘆願書「装蹄材料調辯斡旋
方の件御願」を競馬会に提出しました。そして特に
蹄釘の不足について触れ、その窮状を次のように
訴えています。
　「殊に蹄釘は輸入途絶の為、販売所に在庫品無
之、従って入手困難と相成候に付、輸入再現の取計
(とりはからい)を受くるか、又は内地に於いて輸
入品に等しき代用品製造配布を受くるにあらざれ
ば競走馬の装蹄中止の已むなきに至り、従て競走
上に支障相生じ、憂慮に堪へざる次第に有之候条、
事情御賢察の上調辯斡旋方御配慮相煩し度、組合
総会の決議に依り此段及御願候也。」5 ) ※１

※１　国産蹄釘の開発：陸軍は複数の業者を督励
し、蹄釘の開発を急いだ。その結果、昭和13年
9月、大阪の湯浅商店(写真1)が製造機械を開

発し、国産蹄釘を陸軍に納品した。そして10
月から「桜印」の商品名で、民間に販売を開始
した 6 ,7 )。

　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。ま
た競馬の売得金に対する政府納付金は、政府(陸
軍)の重要な財源でした。そして「競馬は国策」とい
う陸軍の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できました。競走
馬の蹄鉄も昭和13年10月、日本競馬会蹄鉄工業組
合が結成され、競走馬専用として鉄桿の配給を受
けることになりました。また蹄釘は、競馬会が政府
から特別の許可を得て輸入し、各場へ配布しまし
た。その後昭和15年になって輸入が再開されまし
たが、農林省が直接配給統制を実施したため、競走
馬の蹄釘は競馬会を通して各場へ配布されまし
た。8 ,9 )。
　競馬の売上げは驚異的な数字を示し、昭和16年
の売得金は2億9千万円に達し、戦前の最高記録を
作りました。昭和17年、軍事費を賄うため政府が
馬券税を賦課すると、入場者、売得金ともに半減し
ましたが、競馬人気は高く、空襲警報が発令され敵
機の襲来で競馬が中止、中断される中、昭和18年
まで続けられました。「馬強ければ国強し」、競馬開
催を告げるポスターが電車内に掲示されていまし
た10 ,11 )（写真2）。

国産競走ニウム蹄鉄の普及
　競馬倶楽部時代、競馬用のアルミニウム蹄鉄は
欧米から外国製品が輸入されていました。しかし
舶来品は高価であったため、昭和5年横浜の和田新
太郎氏がより安価な競馬用「アルミニューム」蹄鉄
を開発し、特許を取得して販売を開始しました。そ
して政府が国産品を奨励したこともあって、ダー
ビー馬ワカタカ号をはじめ多くの競走馬が使用す
るようになりました。
　その後日本競馬会時代になると、新競馬施行規
程によって歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄が禁
止され、また戦況の悪化によって外国製品の輸入
が制限されるようになりました。そのため、歯鉄や
外国製蹄鉄に代わる競走用蹄鉄として、鉄幅や厚
さなど規格を定めた鉄製の競走蹄鉄(以下競走蹄
鉄)と、国産の競走ニウム蹄鉄が使用されるように
なり、戦後再開された日本競馬会へ受け継がれま
した。(写真3)。

　そして国営競馬なって、昭和23年農林省畜産局
から通知された「競走馬に対する競走蹄鉄取締の
件」によって、歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄を
禁止するとともに、競走蹄鉄の規格(鉄幅や厚さ、
釘溝の幅や深さなど)が明記されました。また競馬
部は競走ニウム蹄鉄を競走用蹄鉄と認め、規格に
あった競走蹄鉄と、競走ニウム蹄鉄を使用するよ
うに厩舎関係者を指導しました。13 )。
　また当時国営競馬では、騎乗手当や出走手当な
どの補助金に代わり、賞金として調教師賞、騎手賞
及び馬丁賞と、出走馬を増やすため着外賞が設け

られました。そして交付される着順と賞金は、競馬
概定番組一般事項で定められていました14 )※２。そ
の後昭和28年になると、これらを定める項目に
「平地競走及び障害競走において、競走蹄鉄(装着
時の出来上がり厚さ6.6粍以下、最大部分の巾13.2
粍以下のもの及びニューム蹄鉄)※３を使用しない
で出走し、6着以下となった馬については、着外賞、
調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は交付しない。」とい
う条文が加えられました。15 )。この改正によって競
馬部は、競走蹄鉄の取締りを強化しましたが、同時
に軽量で競走に有利な競走ニウム蹄鉄が、急速に
普及したと考えられます。
　そして、日本中央競馬会が発足した昭和30年代
に入ると、調教蹄鉄から競走蹄鉄への度重なる打
換えで蹄質が悪化し、蹄壁欠損などを誘発して、護
蹄や競走能力に影響を与えると問題視されるよう
になりました。そのため競馬会は、調教と競走の両
方に使用できる競走用蹄鉄として、昭和35年兼用
蹄鉄「改良ニューム蹄鉄」が開発し、更に昭和49年
「新改良ニューム蹄鉄」の試作から兼用蹄鉄の普及
が始まりました16 -19 )(写真4)。そしてジャパンカッ
プなど国際レースの創設を契機に、昭和56年には
アメリカとフランスの外国製蹄鉄が使用許可さ
れ、競走蹄鉄は新しい時代を迎えました20 , 21 )。

※２　昭和28年 競馬概定番組 第5号では、着外賞
は本賞が第3着賞までの競走は4着から10着、
本賞が5着賞までの競走は6着から10着の入
着馬。調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は1着から
10着までの入着馬に、それぞれの賞金額を交
付すると規定されていた。

※３　その後、競走蹄鉄の規格が改正され、昭和
28年 競馬概定番組 第7号から、「装着時の出
来上り厚さ2分(6粍)以下、最大部分の巾4分
(12粍)以下のもの及びニューム蹄鉄」になっ
た。

　現在では兼用蹄鉄が競走蹄鉄の主流を占めてい
ますが、国産の競走ニウム蹄鉄は競馬倶楽部時代
に開発され、日本競馬会から国営競馬時代にかけ
て普及していきました。競走ニウム蹄鉄は、戦争な

ど競馬を取り巻く社会情勢や競馬施行規程の変革
の中で、競馬サークルが辿り着いた競走蹄鉄の姿
でした。そして昭和50年代後半まで、中央競馬に
出走する90％以上の競走馬が、競走ニウム蹄鉄を
使用していました22 )(写真5)。

参考文献
  1）黒川三治郎.1938 .ひごろ知らねばならぬ護蹄
と装蹄 附競走馬の装蹄.七各種競走及競技用
蹄鉄.第四十三図.英式アルミニューム蹄鉄.
111 - 112.第七十図.各種蹄釘.126 - 127.帝国
馬匹協会,東京.

  2）小津茂郎.1970 .蹄第72号.装蹄師法制定の思
い出.蹄釘.42.日本装蹄師会,東京.

  3）飛田豊次郎.1977 .蹄第97号.装蹄の思い出
No2. 24 - 27.日本装蹄師会,東京.

  4）競馬ファン第13巻第9号.1938 .嘶語駄辯 X・
Y・Z.39 .黎明社,東京.

  5）競馬ファン第13巻第8号.1938 .競馬場雑信.馬
具に蹄鉄の陳情.53 - 54.黎明社,東京.

  6）馬の世界第18巻第9号.1938 .地方馬事.大阪府
国産蹄釘出現.130.馬之世界社,東京.

  7）飛田豊次郎.1977 .蹄第100号.装蹄の思い出
(No.4) .14 - 19.日本装蹄師会,東京.

  8）日本競馬史第六巻.1972 .第二編 支那事変と
競馬.第五章 その他の物資対策.蹄鉄.338 - 
347 .蹄釘.337 - 348 .日本中央競馬会,東京.

  9）馬の世界第18巻第11号.1938 .時事.蹄釘輸入
を許可.157.帝国馬匹協会,東京.

10）近代競馬の軌跡－昭和史の歩みとともに－.
1988 .第三章 帝国の崩壊と競馬の衰退.2.馬券
税の賦課.213 - 218.日本中央競馬会,東京.

11）ポスターに見る戦中・戦後.2011 . 2 .商業広告.
文化催事を中心として.スポーツ.馬強ければ
国強し.69.昭和館,東京.

12）日本競馬史第六巻.1972 .第三編.大東亜戦争と
競馬.第二章.馬券税の賦課.昭和17年秋季競馬
開催広告に関する件.413 - 415.日本中央競馬
会,東京.

13）開催執務読本.1964 .第二章.開催業務.第一節.
装鞍所業務及び獣医業務.蹄鉄検査係.参考規
定.昭和23年12月2日付畜競第351号.競走馬

に対する競走用蹄鉄取締の件.104 - 105.日本
中央競馬会,東京.

14）昭和24年競馬概定番組(上巻).1949 .一般事項.
(六)着外賞.(九)調教師賞.騎手賞.馬丁賞.1 (ⅱ.
ⅲ).農林省畜産局競馬部,東京.

15）昭和28年競馬概定番組.第5号.1953 .一般事項
13.着外賞.調教師賞.騎手賞及び馬丁賞.7 .農林
省畜産局競馬部,東京.

16）笹森喜弥太.1961 .競走馬保健研究所報告第1
号.記事.昭和35年度競走馬の保健衛生に関す
る調査研究発表会要旨.新型試製蹄鉄につい
て.218 - 220.日本中央競馬会 競走馬保健研究
所,東京.

17）獣医技術Vol.5.No1.1968 .研究所だより.試製
蹄鉄は「改良ニューム蹄鉄」と改まる.36 - 37.
日本中央競馬会 競走馬保健研究所,東京.

18）小山内治登ら.1975 .獣医技術Vol.12.No.1.新
改良ニューム蹄鉄の試作について.26 - 37.日
本中央競馬会 競走馬保健研究所,東京.

19）小山内治登ら.1976 .獣医技術Vol.13.No.1.新
改良ニューム蹄鉄の試作について－その２－.
3 - 12.日本中央競馬会 競走馬保健研究所,東
京.

20）宮木秀治ら.1981 .馬の科学Vol.18.No.5.フラ
ンス製ニウム蹄鉄の兼用蹄鉄(調教と競走)と
しての使用成績について.177 - 182.日本中央
競馬会 競走馬総合研究所,東京.

21）渡辺雅敏ら.1981 .馬の科学Vol.18.No.6.各種
蹄鉄の装着試験について－Queen’s Plate 
Triple Crown フランス製競走ニウム蹄鉄－.
228 - 234.日本中央競馬会 競走馬総合研究所,
東京.

22）宮木秀治,松崎 務,渡辺善己,JRA装蹄関係職員.
1988 .馬の科学Vol.25.No.4.兼用(調教兼競走)
蹄鉄の使用状況と効果について.162 - 170.日
本中央競馬会 競走馬総合研究所,東京.

(写真4）「新改良ニューム蹄鉄」の紹介記事
日刊スポーツ(関東版)　昭和50年12月4日記事
競走ニウム蹄鉄が普及蹄鉄として紹介されている。

（日刊スポーツ社　提供）

(写真5）第50回日本ダービー優勝馬
　　 ミスターシービー号が使用した競走ニウム蹄鉄
 昭和58年　装蹄師 正野稔氏作

（馬の博物館　所蔵）
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第17回　国産競走ニウム蹄鉄の普及
競走馬の蹄鉄と蹄釘の不足
　日中戦争が始まると、アメリカが行った経済封
鎖の影響で輸入が制限されたため、外国製の蹄鉄
や蹄釘が入手困難になりました。特に蹄釘は、外国
製品が優秀で国内需要の90％以上を占めていた
ため、国産品はありませんでした。販売店から在庫
が無くなると、装蹄業界に深刻な影響を与えまし
た1 - 3) (写真1)。

　また物資の配給統制が始まって、金属や皮革の
使用が制限されると、競走馬の蹄鉄や馬具が不足
するようになりました。昭和13年9月の競馬雑誌
には次のような記事があります。
　「現下物資統制によって、競馬に欠くべからざる
蹄鉄、鞍に使用する皮革が不足と云われている。何
れも代用品を使用し得ぬものだけに相当問題であ
ると云わねばならぬ。殊に蹄鉄に於いては、現在の
ストック品を使用すると、施行規程に違反する歯
鉄様のものになるというので、現在当局に於いて
研究中である。競馬が国防の一端をなすものであ
り、従って重要なる軍需資源であるという立前か
ら、この問題は早急に解決されなければならない
と思う。切に当事者の善処を望む。」4 )

　このような状況に対し、東京、中山、横浜競馬場
の蹄鉄工で組織する日本競馬装蹄業者組合(組合
長：座間兼治郎)は、蹄鉄材料である鉄桿(てっかん)
や蹄釘の調達を求める嘆願書「装蹄材料調辯斡旋
方の件御願」を競馬会に提出しました。そして特に
蹄釘の不足について触れ、その窮状を次のように
訴えています。
　「殊に蹄釘は輸入途絶の為、販売所に在庫品無
之、従って入手困難と相成候に付、輸入再現の取計
(とりはからい)を受くるか、又は内地に於いて輸
入品に等しき代用品製造配布を受くるにあらざれ
ば競走馬の装蹄中止の已むなきに至り、従て競走
上に支障相生じ、憂慮に堪へざる次第に有之候条、
事情御賢察の上調辯斡旋方御配慮相煩し度、組合
総会の決議に依り此段及御願候也。」5 ) ※１

※１　国産蹄釘の開発：陸軍は複数の業者を督励
し、蹄釘の開発を急いだ。その結果、昭和13年
9月、大阪の湯浅商店(写真1)が製造機械を開

発し、国産蹄釘を陸軍に納品した。そして10
月から「桜印」の商品名で、民間に販売を開始
した 6 ,7 )。

　戦前の競馬は軍馬改良のためにありました。ま
た競馬の売得金に対する政府納付金は、政府(陸
軍)の重要な財源でした。そして「競馬は国策」とい
う陸軍の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できました。競走
馬の蹄鉄も昭和13年10月、日本競馬会蹄鉄工業組
合が結成され、競走馬専用として鉄桿の配給を受
けることになりました。また蹄釘は、競馬会が政府
から特別の許可を得て輸入し、各場へ配布しまし
た。その後昭和15年になって輸入が再開されまし
たが、農林省が直接配給統制を実施したため、競走
馬の蹄釘は競馬会を通して各場へ配布されまし
た。8 ,9 )。
　競馬の売上げは驚異的な数字を示し、昭和16年
の売得金は2億9千万円に達し、戦前の最高記録を
作りました。昭和17年、軍事費を賄うため政府が
馬券税を賦課すると、入場者、売得金ともに半減し
ましたが、競馬人気は高く、空襲警報が発令され敵
機の襲来で競馬が中止、中断される中、昭和18年
まで続けられました。「馬強ければ国強し」、競馬開
催を告げるポスターが電車内に掲示されていまし
た10 ,11 )（写真2）。

国産競走ニウム蹄鉄の普及
　競馬倶楽部時代、競馬用のアルミニウム蹄鉄は
欧米から外国製品が輸入されていました。しかし
舶来品は高価であったため、昭和5年横浜の和田新
太郎氏がより安価な競馬用「アルミニューム」蹄鉄
を開発し、特許を取得して販売を開始しました。そ
して政府が国産品を奨励したこともあって、ダー
ビー馬ワカタカ号をはじめ多くの競走馬が使用す
るようになりました。
　その後日本競馬会時代になると、新競馬施行規
程によって歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄が禁
止され、また戦況の悪化によって外国製品の輸入
が制限されるようになりました。そのため、歯鉄や
外国製蹄鉄に代わる競走用蹄鉄として、鉄幅や厚
さなど規格を定めた鉄製の競走蹄鉄(以下競走蹄
鉄)と、国産の競走ニウム蹄鉄が使用されるように
なり、戦後再開された日本競馬会へ受け継がれま
した。(写真3)。

　そして国営競馬なって、昭和23年農林省畜産局
から通知された「競走馬に対する競走蹄鉄取締の
件」によって、歯鉄や鉄臍など突起物のある蹄鉄を
禁止するとともに、競走蹄鉄の規格(鉄幅や厚さ、
釘溝の幅や深さなど)が明記されました。また競馬
部は競走ニウム蹄鉄を競走用蹄鉄と認め、規格に
あった競走蹄鉄と、競走ニウム蹄鉄を使用するよ
うに厩舎関係者を指導しました。13 )。
　また当時国営競馬では、騎乗手当や出走手当な
どの補助金に代わり、賞金として調教師賞、騎手賞
及び馬丁賞と、出走馬を増やすため着外賞が設け

られました。そして交付される着順と賞金は、競馬
概定番組一般事項で定められていました14 )※２。そ
の後昭和28年になると、これらを定める項目に
「平地競走及び障害競走において、競走蹄鉄(装着
時の出来上がり厚さ6.6粍以下、最大部分の巾13.2
粍以下のもの及びニューム蹄鉄)※３を使用しない
で出走し、6着以下となった馬については、着外賞、
調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は交付しない。」とい
う条文が加えられました。15 )。この改正によって競
馬部は、競走蹄鉄の取締りを強化しましたが、同時
に軽量で競走に有利な競走ニウム蹄鉄が、急速に
普及したと考えられます。
　そして、日本中央競馬会が発足した昭和30年代
に入ると、調教蹄鉄から競走蹄鉄への度重なる打
換えで蹄質が悪化し、蹄壁欠損などを誘発して、護
蹄や競走能力に影響を与えると問題視されるよう
になりました。そのため競馬会は、調教と競走の両
方に使用できる競走用蹄鉄として、昭和35年兼用
蹄鉄「改良ニューム蹄鉄」が開発し、更に昭和49年
「新改良ニューム蹄鉄」の試作から兼用蹄鉄の普及
が始まりました16 -19 )(写真4)。そしてジャパンカッ
プなど国際レースの創設を契機に、昭和56年には
アメリカとフランスの外国製蹄鉄が使用許可さ
れ、競走蹄鉄は新しい時代を迎えました20 , 21 )。

※２　昭和28年 競馬概定番組 第5号では、着外賞
は本賞が第3着賞までの競走は4着から10着、
本賞が5着賞までの競走は6着から10着の入
着馬。調教師賞、騎手賞及び馬丁賞は1着から
10着までの入着馬に、それぞれの賞金額を交
付すると規定されていた。

※３　その後、競走蹄鉄の規格が改正され、昭和
28年 競馬概定番組 第7号から、「装着時の出
来上り厚さ2分(6粍)以下、最大部分の巾4分
(12粍)以下のもの及びニューム蹄鉄」になっ
た。

　現在では兼用蹄鉄が競走蹄鉄の主流を占めてい
ますが、国産の競走ニウム蹄鉄は競馬倶楽部時代
に開発され、日本競馬会から国営競馬時代にかけ
て普及していきました。競走ニウム蹄鉄は、戦争な

ど競馬を取り巻く社会情勢や競馬施行規程の変革
の中で、競馬サークルが辿り着いた競走蹄鉄の姿
でした。そして昭和50年代後半まで、中央競馬に
出走する90％以上の競走馬が、競走ニウム蹄鉄を
使用していました22 )(写真5)。
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解 説 記 事

遺伝子治療などに関わるパリ協約の改訂方針および
遺伝子ドーピングの検査法開発

戸崎晃明1)  ・  草野寛一2)

はじめに
　近年、ヒトの医療では、異常を示す遺伝子の機能
を人為的に補う遺伝子治療の臨床研究が進んでい
る。遺伝子治療が遺伝性疾患に対して有効な治療
法である一方、運動機能に関わる遺伝子を人為的
に導入する遺伝子ドーピングがスポーツ分野の新
たな脅威となっている。遺伝子ドーピングの懸念
はスポーツ分野のみならず、競馬産業界において
も脅威とされ、2000年代以降、競馬分析化学者お
よび競馬獣医師国際会議（ I n t e r n a t i o n a l  
Conference of Racing Analysts and Veterinarians: 
ICRAV）などの国際会議の場で議題となってきた。
　 2 0 1 6 年 4 月 に国際競馬統括機関連盟
（International  Federat ion of  Horseracing 
Authorities: IFHA）は、生産団体および競馬主催者
に対して遺伝子治療の規制に関する助言を行い、
本治療が不正に行われないよう各団体に参考とな
る戦略やガイドラインを示すことを目的とし、「遺
伝子ドーピング規制小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）」を発足させた。同年10月
に初会合を開催し、次項以降に示すとおり、同委員
会の役割に加え、「生産、競馬及び賭事に関する国
際協約（International Agreement on Breeding, 
Racing, and Wagering: IABRW）」、いわゆるパリ協
約における第6条「馬の生物学的健全性（Biological 
Integrity of the horse）」の改訂案を作成し、禁止薬
物および行為に関する諮問委員会（Advisory 
Council on Equine Prohibited Substances and 
Practices: ACPSP）の承認を得た。さらに、これらの

内容はIFHA執行協議会に上程されており、遺伝子
治療の利用と遺伝子ドーピングの規制という点
で、新たな一歩が記された。
　競馬産業界におけるドーピング規制の新たな潮
流に対応すべく、公益財団法人競走馬理化学研究
所（以下、競理研）は日本中央競馬会馬事部の協力
の下、2017年から日本中央競馬会特別振興事業と
して分析機器の導入も含めた「競走馬の遺伝子
ドーピング及び遺伝的健全性対策事業（以下、遺伝
子ドーピング対策事業）」に着手している。本稿で
は、遺伝子ドーピング規制小委員会の役割、新たな
パリ協約について解説するとともに、他国の遺伝
子ドーピング関連研究の取り組みおよび遺伝子
ドーピング対策事業の進捗について紹介する。

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割
　以下は、新たに決定された遺伝子ドーピング規
制小委員会の役割である。
Term of Reference
To advise racing and breeding authorities on the 
regulation of gene therapies and to assist in the 
formulation of strategies and guidelines to 
prevent the misuse of such therapies.
付託事項
競馬主催者および血統登録機関に対し、遺伝子治
療の規制について助言し、また、そのような治療の
不正利用を防ぐための戦略およびガイドラインの
構築について助言する。

Mission statement
The Mission of the IFHA Gene Doping Control 
Subcommittee is to safeguard the integrity of 
horseracing and the Thoroughbred breed by 
evaluating genetic and cellular therapies with 
respect to potential welfare, safety, performance 
and breeding effects.
ミッションステートメント
IFHA遺伝子ドーピング規制小委員会の使命は、馬
の潜在的な福祉、安全性、パフォーマンスおよび繁
殖に関する遺伝的および細胞的療法を評価するこ
とにより、競馬とサラブレッド種の健全性を守る
ことである。

The primary objectives of the Gene Doping 
Control Subcommittee are to:
遺伝子ドーピング規制小委員会の主な目的は次の
とおりである：
- clearly define ‘gene doping’, ‘gene therapy’, 
‘cellular therapy’ and 'cellular doping'
-遺伝子ドーピング、遺伝子治療、細胞治療、細胞
ドーピングを明確に定義すること
- give consideration to present and future ‘gene 
therapies’ and 'cellular therapies', as required by 
racing and breeding authorities
- 競馬主催者および血統登録機関によって要請さ
れる、現在ならびに将来の遺伝子治療および細胞
治療に関する見解を提供すること
- make clear which genetic and cellular practices 
have no place in horseracing and breeding
- 競馬および生産において、どのような遺伝的ある
いは細胞的操作が問題となるか明確にすること
- provide guidance for the proper control of 
legitimate ‘gene and cellular therapies’
- 合法的な遺伝子治療および細胞治療を適切にコ
ントロールするためのガイドラインを提供するこ
と
- suggest revision to Articles 6, 12 and 13 of the 
International Agreement of Breeding, Racing and 
Wagering, where necessary
- 必要に応じて、パリ協約（IABRW）の第6条、12条
および13条の改訂について助言すること

- recommend systems and policies for the 
detect ion of  gene and ce l lu lar  doping in  
horseracing
- 競馬における遺伝子ドーピングおよび細胞ドー
ピングの検出のためのシステムとポリシーを提言
すること

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割の解説
　IFHA ACPSPに設置された遺伝子ドーピング規
制小委員会は、その名称に「Gene Doping（遺伝子
ドーピング）」が含まれることから、扱う対象とし
て遺伝子導入（人工的に合成した遺伝子を体内に
導入）および核酸医薬品（DNA配列に基づく医薬
品）を対象とする「遺伝子ドーピング」のみが対象
と考えられがちであるが、これだけではなくゲノ
ム編集技術による「受精卵および胚の遺伝情報改
変行為（遺伝的健全性の毀損）」への対応および幹
細胞などで治癒を促進する細胞治療の不正利用で
ある「細胞ドーピング」も検討事項としている。
　遺伝子治療には、その方法にin vivo法（直接法）
およびex vivo法（間接法）があり、in vivo法では核
酸配列を直接的に生体内に投与するが、ex vivo法
では核酸配列を培養細胞などに導入した後に生体
内に細胞ごと移植する1）。後者は、遺伝子治療にお
けるex vivo法と定義されるが、iPS細胞（人工多能
性幹細胞）を作製して体内に移植する細胞治療と
手法が類似し、これらの技術を明確に区分けする
ことの困難さもあり、併せて規制の対象としている。
　このような中、現状で遺伝子ドーピングに関連
する事項は、パリ協約第６条Ａ項の禁止物質にお
いて「直接的あるいは間接的に遺伝子発現に影響
を及ぼすあるいは遺伝子発現を操作する物質
（Agents that directly or indirectly affect or 
manipulate gene expression）」と定義されている。
遺伝子ドーピングに関する危機感が高まってきた
今日、遺伝子ドーピングの根拠として定義された
遺伝子治療という行為を明確にすることは重要で
あり、これは、遺伝子ドーピング規制小委員会の主
要な役割と考えられる。

パリ協約（IABRW）第6条B項の改訂
　以下は、新たにIFHA執行協議会に上程されたパ

リ協約第6条B項である。
Definition of Genetic Therapies
The administration of oligomers or polymers of 
nucleic acid, nucleic acid analogues, genetically 
unmodified or genetically modified cells
遺伝的療法の定義
核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいはポリ
マー、遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の
体内への投与

Control and recording
The Horseracing Authority may, at its discretion, 
allow or disallow racing of horses or their 
offspring after genetic therapy. The owner or 
trainer has the responsibility to inform the 
relevant Horseracing Authority of any intended 
gene therapy to a horse prior to such treatment, 
irrespective of whether it is administered before, 
in or out of training.  The owner or trainer must 
maintain full and accurate records of all such 
therapies ‒ which must be kept for a minimum of 
5 years and be readily available for inspection by 
regulatory officials when requested.
管理と記録
競馬統括機関は、その裁量により、遺伝的な療法後
の馬またはその子孫の競馬への参加を許可または
禁止することができる。馬主または調教師は、調教
前、調教中あるいは調教外に、投与されるかどうか
にかかわらず、そのような治療の前に、任意の意図
された遺伝子治療について、関係する競馬統括機
関に通知する義務を負う。馬主または調教師は、す
べてのそのような治療の完全かつ正確な記録を保
持しなければならない。これらは最低5年間保管
し、要請があれば、規制当局が容易に利用できるよ
うにすべきである。

パリ協約（IABRW）第6条B項案の解説
　今回の改訂により、競走馬への遺伝子治療およ
び細胞治療の定義が初めて明確になったと考えら
れる。つまり、遺伝子治療などは、競走馬の生体内
へ「核酸配列」あるいは「細胞」を投与することであ
ると定義され、これらの不正利用が遺伝子ドーピ

ングおよび細胞ドーピングに相当するという考え
方である。

１）核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいは
ポリマーとは
　新たなパリ協約には「核酸および核酸類似体」と
あるが、核酸とは生物が天然にもつDNAあるいは
RNAを指し、核酸類似体とは天然のDNAあるいは
RNAを修飾して化学的に安定性を強化したDNAあ
るいはRNAの構造類似体（アナログ）である。DNA
あるいはRNA配列は核酸分解酵素（ヌクレアーゼ）
によって分解されやすく、血流中では不安定な物
質である。そのため、核酸配列を医薬品として使用
する際には、構造が安定した核酸類似体を使用す
ることが多い。このような背景から、「核酸および
核酸類似体」が規制の対象となっている。
　「オリゴマーあるいはポリマー」は、核酸配列お
よび核酸類似体配列の塩基長の相違を表す。オリ
ゴマーとポリマーの明確な区切りはないが、一般
にオリゴマーは数十塩基長を、ポリマーは数百か
ら数千塩基長を指し、今回改訂される予定のパリ
協約では、前者は核酸医薬品を、後者は遺伝子治療
薬を意味する。
　つまり、「核酸および核酸類似体のオリゴマーあ
るいはポリマー」とは、核酸医薬品および遺伝子治
療薬を、難解ではあるが一般論として表現した記
述である。

２）上市されている核酸医薬品および遺伝子治療
薬
　現在、核酸医薬品では、アンチセンス医薬として
Vitravene （適応：サイトメガロウイルス性網膜炎）
およびKynamro （適応：ホモ接合型家族性高コレ
ステロール血症）、アプタマー医薬としてMacugen 
（適応：滲出型加齢黄斑変性症）が市販されている。
　アンチセンスとは12－21あるいは20－30塩基
長の1本鎖DNAあるいはRNAであり、アプタマーと
は26－45塩基長の1本鎖DNAあるいはRNAであ
る。これら以外にも、siRNA（2本鎖RNA、20－25塩
基長）、miRNAアンチセンス（1本鎖DNAあるいは
RNA、12－16塩基長）、miRNAミミック（2本鎖
RNA、20－25塩基長）、デコイ（2本鎖DNA、20塩基

程度）、CpGオリゴ（1本鎖DNA、20塩基程度）があ
り、概ね50塩基長までの核酸などで構成される2)。
　遺伝子治療薬は、遺伝子配列を体内に投与して
タンパク質を発現させることを主眼に置いてい
る。一般に遺伝子配列は数百～数千塩基長であり、
体内で遺伝子を発現させるために、遺伝子を発現
させるためのプロモーターやエンハンサー配列な
どを付加したプラスミドやAAVなどのベクターに
組み込む必要があり、これらを合わせると数千塩
基長（ポリマー）となる。ウマにおいては医薬品と
して販売されているものはないが、ヒト用医薬品
としてはGlybera（適応：家族性リポ蛋白質リパー
ゼ欠損症）が2013年に上市されている。

３）遺伝的に未改変あるいは改変された細胞とは
　「遺伝的に未改変あるいは改変された細胞」は、
前者はゲノム配列が改変されていない細胞を、後
者はゲノム編集あるいはウイルスベクターを使用
することでゲノム配列中の塩基が置換、挿入ある
いは欠失している細胞を指す。具体的には、遺伝的
に未改変な細胞とは幹細胞療法に使用される培養
幹細胞を、遺伝的に改変された細胞とは遺伝子治
療におけるex vivo法やiPS細胞などをさす。ex vivo
法では、自己細胞を培養してAAVベクターで外来
遺伝子の導入あるいはレトロウイルスベクターな
どで外来遺伝子をゲノム中に挿入して培養したの
ち、体内に細胞ごと導入する。iPS細胞作製におい
ては、幹細胞化を誘導する鍵となる遺伝子を導入
して人工的に幹細胞化する。
　つまり、「遺伝的に未改変あるいは改変された細
胞」は、幹細胞治療および遺伝子治療などに使用さ
れるあらゆる細胞を指す。

４）管理と記録の重要性
　新たな定義となる「核酸および核酸類似体のオ
リゴマーあるいはポリマー、遺伝的に未改変ある
いは改変された細胞の体内への投与」は、遺伝子を
体内に導入する狭義の意味での遺伝子治療のみで
はなく、様々な最新の生命科学医療を網羅してい
る。
　このように最新の生命科学をベースとした医療
がすべて規制されてしまうと、これまでの臨床研

究が無駄になると考えがちである。しかし、今回の
改訂内容では、これらを競走馬に対する獣医療と
位置づけ、その「管理と記録」がドーピング規制に
なるとしている点は大変興味深い。記録が確実に
実施されることで、遺伝子治療と細胞治療の不正
利用の抑止力となり、ドーピング規制が的確に遂
行されると考えられる。同規定は、競馬の公正確保
のみならず、競走馬の健康と福祉に配慮した規定
となっている点でも意義は大きい。

海外における遺伝子ドーピング規制への取り組み
　2017年4月に、遺伝子ドーピング対策事業にお
ける海外調査の一環で、レーシングオーストラリ
アを訪問し、オーストラリア連邦における遺伝子
ドーピング規制について調査した。
　レーシングオーストラリアでは、2014年頃から
競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に対応
するため、レーシングニューサウスウェールズの
薬物検査部門長のAdam Cawley博士をリーダーと
するプロジェクトチームを発足させ、間接的に遺
伝子ドーピングの有無を判断する馬生体パスポー
ト（Equine Biological Passport）の研究に着手して
いる。また、レーシングオーストラリアは、ウマの
遺伝学研究の第一人者であるシドニー大学の
Natasha Hamilton博士（遺伝子ドーピング規制小
委員会委員）に研究助成し、遺伝子導入法（Gene 
transfer）で体内に投与された外来遺伝子を量的
PCR法で直接的に検出する検査法の開発に取り組
んでいる。特に、オーストラリア連邦では、スポー
ツ分野においても遺伝子ドーピング関連研究が進
んでいる。国立計測研究所（National Measurement 
Institute）のAnna Baoutina博士は、世界ドーピン
グ防止機構（World Anti-Doping Agency: WADA）
から研究助成を受けており、スポーツ分野におけ
る遺伝子ドーピングの検査法を開発している。
Hamilton博士は、Baoutina博士と共同で、既に開発
されているヒトの遺伝子ドーピング検査法を基礎
とし、ウマにおける検査法の開発に着手している。
いつ頃に遺伝子ドーピングの検査を開始するかは
明らかにされていないが、公正な競馬を施行する
観点から、比較的早期に開始するものと思われる。
　このような海外における遺伝子ドーピングに関

する関心の高まりもあり、2018年に開催される
ICRAVでは、遺伝子ドーピングはジョイントセッ
ションのテーマの一つになっている。

日本の遺伝子ドーピング対策に向けた取り組み
　日本においては、競理研が2017年から遺伝子
ドーピング対策事業に取り組んでいる。同事業に
おいては、A）遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全
性関連事項に関する国際動向の調査、B）遺伝子
ドーピングの検出法の開発、C）遺伝的健全性の毀
損に対する取り組みを主要な課題としている。
　A）の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性関連
事項に関する国際動向の調査については、IFHA遺
伝子ドーピング規制小委員会への参加を通じて国
内の薬物規制制度に合致するような遺伝子ドーピ
ングの規制制度などを提案していく予定である。
　B）の遺伝子ドーピングの検出法の開発について
は、レーシングオーストラリア同様に、プラスミド
やAAVなどのベクターを利用した遺伝子導入法
（Gene transfer）に対する検査法の開発に取り組ん
でいる。
　C）の遺伝的健全性の毀損に対する取り組みに
ついては、サラブレッド種の全ゲノム配列を対象
としたDNA多型情報のデータベースを構築するこ

とを目指している。競走馬の遺伝的健全性を担保
するためには、遺伝的に健全なサラブレッド種と
は何かを知る必要があるからである。ウマゲノム
プロジェクト（Horse Genome Project）により、ウマ
の全ゲノム情報は解読されたが、これは「トワイラ
イト」と呼ばれる雌のサラブレッド1頭の情報であ
り、サラブレッド種全体でみれば部分情報に過ぎな
い。これに加え、競理研が検査機関として、独自に全
ゲノム解析およびその情報解析を実施する能力を
持つことは、遺伝的健全性の毀損に対する抑止力と
して意義が大きいと考えられるからである。

特別振興事業によって導入した機器
　競理研では、遺伝子ドーピング対策事業におい
て、遺伝子ドーピングの検出法の開発を進めるた
めに、血漿からのDNA抽出装置（写真1）（他：血液
からのDNA抽出装置）、デジタルPCR装置（写真2）、
複数マーカー対応量的PCR装置（写真3）を、遺伝的
健全性の毀損への対策に必要な分析機器として、
次世代シーケンサー（写真4A）（含：関連機器）およ
びチップスキャン装置（写真4B）、次世代シーケン
サー解析サーバ（写真5）などを導入した。なお、こ
れらの導入機器は、ヒトの遺伝子ドーピング検査
法を開発している国立計測研究所のBaoutina博士

の研究室と概ね同様の分析機器である。
　遺伝子治療（あるいはドーピング）の手法は多種
多様であるが、遺伝子導入法は、ヒトの遺伝子治療
分野で最も進展している手法の一つである。この
手法は、プラスミドやAAVなどのベクターに遺伝
子を組み込み、筋注などにより生体に接種する。こ
の場合、接種されたベクターは、体内の組織中に維
持される一方で、投与部位から徐放的に血流中へ
放出されると考えられる。マカク（サル）を使用し
た投与実験においては、プラスミドあるいはAAV
が、投与後、数日から数週間の範囲で全血あるいは
血漿中から検出されている3)。このため、血漿中か
ら効果的に投与ベクターを抽出するDNA抽出装置
（写真1）、抽出されたDNAから導入された遺伝子
を検出する量的PCR装置（写真3）、そして量的PCR
を実施するうえで欠かせない標準物質の定量に必
要性なデジタルPCR装置（写真2）を導入している。
　なお、予備的な結果ではあるが、既に、血漿中か
ら80～90％の回収率でベクターDNAの抽出、ま
た、検出系（量的PCR）では「５copy/反応」での検出
を可能にしている。今後、体系的な検査法の評価
（バリデーション）は必要であるが、少なくとも現
時点において、遺伝子導入法に対応する検査法の
概念は確立できたと考えている。

今後の対応と課題
　先にも述べたように、生命科学を基軸とした最
新の獣医療は多様であり、パリ協約もその点を踏
まえて、核酸医薬品や遺伝子導入法、細胞療法など
をコントロールするために改訂を意図している。
今回の遺伝子ドーピング対策事業では、遺伝子導
入法を念頭に置いた遺伝子ドーピングの検出法開
発および遺伝的健全性の毀損への対策を目指して
取り組んでいるため、核酸医薬品および細胞治療
（ドーピング）については現状では未対応となって
いる。
　しかし、核酸医薬品については、その大きさが数
十塩基長であることからLC-MS/MSなどの質量分
析装置で分析が可能である。競理研薬物分析部門
に導入された既存の分析関連機器などを使用して
分析法開発の予備調査を検討している。
　また、遺伝子ドーピングの検査法の開発におい

ては、投与された外来遺伝子の体内動態を知るこ
とが重要である。プラスミドおよびAAVベクター
の投与量に対する血液中の残留あるいは尿中への
排出状態を知ることは、検査法の開発のみならず遺
伝子治療の適切な使用と管理にも貢献すると考え
られる。ウイルス系ベクターの成獣への接種（投与）
実験においては、いわゆるカルタヘナ法を念頭にお
いた安全対策が重要であるため、専門知識をもつ諸
氏にはこの場を借りて協力をお願いしたい。
　一方、幹細胞治療やiPS細胞などを使用した細胞
治療の不正利用に関しては、現状においては具体
的な対応策がないのが現実である。これは、ヒトの
スポーツ分野においても同様であり、獣医療の現
場で、個々の獣医師が責任感をもって最新治療の
記録と管理をすることが、結果的に不正利用に対
する抑止的な効果を生むと考えられる。この点で
は、獣医師、馬主、調教師への適切な広報・教育活動
が重要と考えられる。
　遺伝子ドーピングおよび細胞ドーピングに対す
る効果的な対策を構築するためには、個々の研究
所が単独で対応することも重要であるが、共通の
目的をもった機関（競馬統括機関および検査・研究
所）が相互に協力することも必要であろう。この点
で、国際的な共同研究あるいは情報交換は遺伝子
ドーピングおよび細胞ドーピングなどの課題を解
決するうえで効果的と考えられる。

　本稿は、遺伝子ドーピング対策事業などで派遣
されたIFHA遺伝子ドーピング規制小委員会、ま
た、オーストラリア連邦における遺伝子ドーピン
グ関連の調査の概要、同事業の競理研における進
捗状況をまとめたものである（2017年5月現在）。
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はじめに
　近年、ヒトの医療では、異常を示す遺伝子の機能
を人為的に補う遺伝子治療の臨床研究が進んでい
る。遺伝子治療が遺伝性疾患に対して有効な治療
法である一方、運動機能に関わる遺伝子を人為的
に導入する遺伝子ドーピングがスポーツ分野の新
たな脅威となっている。遺伝子ドーピングの懸念
はスポーツ分野のみならず、競馬産業界において
も脅威とされ、2000年代以降、競馬分析化学者お
よび競馬獣医師国際会議（ I n t e r n a t i o n a l  
Conference of Racing Analysts and Veterinarians: 
ICRAV）などの国際会議の場で議題となってきた。
　 2 0 1 6 年 4 月 に国際競馬統括機関連盟
（International  Federat ion of  Horseracing 
Authorities: IFHA）は、生産団体および競馬主催者
に対して遺伝子治療の規制に関する助言を行い、
本治療が不正に行われないよう各団体に参考とな
る戦略やガイドラインを示すことを目的とし、「遺
伝子ドーピング規制小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）」を発足させた。同年10月
に初会合を開催し、次項以降に示すとおり、同委員
会の役割に加え、「生産、競馬及び賭事に関する国
際協約（International Agreement on Breeding, 
Racing, and Wagering: IABRW）」、いわゆるパリ協
約における第6条「馬の生物学的健全性（Biological 
Integrity of the horse）」の改訂案を作成し、禁止薬
物および行為に関する諮問委員会（Advisory 
Council on Equine Prohibited Substances and 
Practices: ACPSP）の承認を得た。さらに、これらの

内容はIFHA執行協議会に上程されており、遺伝子
治療の利用と遺伝子ドーピングの規制という点
で、新たな一歩が記された。
　競馬産業界におけるドーピング規制の新たな潮
流に対応すべく、公益財団法人競走馬理化学研究
所（以下、競理研）は日本中央競馬会馬事部の協力
の下、2017年から日本中央競馬会特別振興事業と
して分析機器の導入も含めた「競走馬の遺伝子
ドーピング及び遺伝的健全性対策事業（以下、遺伝
子ドーピング対策事業）」に着手している。本稿で
は、遺伝子ドーピング規制小委員会の役割、新たな
パリ協約について解説するとともに、他国の遺伝
子ドーピング関連研究の取り組みおよび遺伝子
ドーピング対策事業の進捗について紹介する。

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割
　以下は、新たに決定された遺伝子ドーピング規
制小委員会の役割である。
Term of Reference
To advise racing and breeding authorities on the 
regulation of gene therapies and to assist in the 
formulation of strategies and guidelines to 
prevent the misuse of such therapies.
付託事項
競馬主催者および血統登録機関に対し、遺伝子治
療の規制について助言し、また、そのような治療の
不正利用を防ぐための戦略およびガイドラインの
構築について助言する。

Mission statement
The Mission of the IFHA Gene Doping Control 
Subcommittee is to safeguard the integrity of 
horseracing and the Thoroughbred breed by 
evaluating genetic and cellular therapies with 
respect to potential welfare, safety, performance 
and breeding effects.
ミッションステートメント
IFHA遺伝子ドーピング規制小委員会の使命は、馬
の潜在的な福祉、安全性、パフォーマンスおよび繁
殖に関する遺伝的および細胞的療法を評価するこ
とにより、競馬とサラブレッド種の健全性を守る
ことである。

The primary objectives of the Gene Doping 
Control Subcommittee are to:
遺伝子ドーピング規制小委員会の主な目的は次の
とおりである：
- clearly define ‘gene doping’, ‘gene therapy’, 
‘cellular therapy’ and 'cellular doping'
-遺伝子ドーピング、遺伝子治療、細胞治療、細胞
ドーピングを明確に定義すること
- give consideration to present and future ‘gene 
therapies’ and 'cellular therapies', as required by 
racing and breeding authorities
- 競馬主催者および血統登録機関によって要請さ
れる、現在ならびに将来の遺伝子治療および細胞
治療に関する見解を提供すること
- make clear which genetic and cellular practices 
have no place in horseracing and breeding
- 競馬および生産において、どのような遺伝的ある
いは細胞的操作が問題となるか明確にすること
- provide guidance for the proper control of 
legitimate ‘gene and cellular therapies’
- 合法的な遺伝子治療および細胞治療を適切にコ
ントロールするためのガイドラインを提供するこ
と
- suggest revision to Articles 6, 12 and 13 of the 
International Agreement of Breeding, Racing and 
Wagering, where necessary
- 必要に応じて、パリ協約（IABRW）の第6条、12条
および13条の改訂について助言すること

- recommend systems and policies for the 
detect ion of  gene and ce l lu lar  doping in  
horseracing
- 競馬における遺伝子ドーピングおよび細胞ドー
ピングの検出のためのシステムとポリシーを提言
すること

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割の解説
　IFHA ACPSPに設置された遺伝子ドーピング規
制小委員会は、その名称に「Gene Doping（遺伝子
ドーピング）」が含まれることから、扱う対象とし
て遺伝子導入（人工的に合成した遺伝子を体内に
導入）および核酸医薬品（DNA配列に基づく医薬
品）を対象とする「遺伝子ドーピング」のみが対象
と考えられがちであるが、これだけではなくゲノ
ム編集技術による「受精卵および胚の遺伝情報改
変行為（遺伝的健全性の毀損）」への対応および幹
細胞などで治癒を促進する細胞治療の不正利用で
ある「細胞ドーピング」も検討事項としている。
　遺伝子治療には、その方法にin vivo法（直接法）
およびex vivo法（間接法）があり、in vivo法では核
酸配列を直接的に生体内に投与するが、ex vivo法
では核酸配列を培養細胞などに導入した後に生体
内に細胞ごと移植する1）。後者は、遺伝子治療にお
けるex vivo法と定義されるが、iPS細胞（人工多能
性幹細胞）を作製して体内に移植する細胞治療と
手法が類似し、これらの技術を明確に区分けする
ことの困難さもあり、併せて規制の対象としている。
　このような中、現状で遺伝子ドーピングに関連
する事項は、パリ協約第６条Ａ項の禁止物質にお
いて「直接的あるいは間接的に遺伝子発現に影響
を及ぼすあるいは遺伝子発現を操作する物質
（Agents that directly or indirectly affect or 
manipulate gene expression）」と定義されている。
遺伝子ドーピングに関する危機感が高まってきた
今日、遺伝子ドーピングの根拠として定義された
遺伝子治療という行為を明確にすることは重要で
あり、これは、遺伝子ドーピング規制小委員会の主
要な役割と考えられる。

パリ協約（IABRW）第6条B項の改訂
　以下は、新たにIFHA執行協議会に上程されたパ

リ協約第6条B項である。
Definition of Genetic Therapies
The administration of oligomers or polymers of 
nucleic acid, nucleic acid analogues, genetically 
unmodified or genetically modified cells
遺伝的療法の定義
核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいはポリ
マー、遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の
体内への投与

Control and recording
The Horseracing Authority may, at its discretion, 
allow or disallow racing of horses or their 
offspring after genetic therapy. The owner or 
trainer has the responsibility to inform the 
relevant Horseracing Authority of any intended 
gene therapy to a horse prior to such treatment, 
irrespective of whether it is administered before, 
in or out of training.  The owner or trainer must 
maintain full and accurate records of all such 
therapies ‒ which must be kept for a minimum of 
5 years and be readily available for inspection by 
regulatory officials when requested.
管理と記録
競馬統括機関は、その裁量により、遺伝的な療法後
の馬またはその子孫の競馬への参加を許可または
禁止することができる。馬主または調教師は、調教
前、調教中あるいは調教外に、投与されるかどうか
にかかわらず、そのような治療の前に、任意の意図
された遺伝子治療について、関係する競馬統括機
関に通知する義務を負う。馬主または調教師は、す
べてのそのような治療の完全かつ正確な記録を保
持しなければならない。これらは最低5年間保管
し、要請があれば、規制当局が容易に利用できるよ
うにすべきである。

パリ協約（IABRW）第6条B項案の解説
　今回の改訂により、競走馬への遺伝子治療およ
び細胞治療の定義が初めて明確になったと考えら
れる。つまり、遺伝子治療などは、競走馬の生体内
へ「核酸配列」あるいは「細胞」を投与することであ
ると定義され、これらの不正利用が遺伝子ドーピ

ングおよび細胞ドーピングに相当するという考え
方である。

１）核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいは
ポリマーとは
　新たなパリ協約には「核酸および核酸類似体」と
あるが、核酸とは生物が天然にもつDNAあるいは
RNAを指し、核酸類似体とは天然のDNAあるいは
RNAを修飾して化学的に安定性を強化したDNAあ
るいはRNAの構造類似体（アナログ）である。DNA
あるいはRNA配列は核酸分解酵素（ヌクレアーゼ）
によって分解されやすく、血流中では不安定な物
質である。そのため、核酸配列を医薬品として使用
する際には、構造が安定した核酸類似体を使用す
ることが多い。このような背景から、「核酸および
核酸類似体」が規制の対象となっている。
　「オリゴマーあるいはポリマー」は、核酸配列お
よび核酸類似体配列の塩基長の相違を表す。オリ
ゴマーとポリマーの明確な区切りはないが、一般
にオリゴマーは数十塩基長を、ポリマーは数百か
ら数千塩基長を指し、今回改訂される予定のパリ
協約では、前者は核酸医薬品を、後者は遺伝子治療
薬を意味する。
　つまり、「核酸および核酸類似体のオリゴマーあ
るいはポリマー」とは、核酸医薬品および遺伝子治
療薬を、難解ではあるが一般論として表現した記
述である。

２）上市されている核酸医薬品および遺伝子治療
薬
　現在、核酸医薬品では、アンチセンス医薬として
Vitravene （適応：サイトメガロウイルス性網膜炎）
およびKynamro （適応：ホモ接合型家族性高コレ
ステロール血症）、アプタマー医薬としてMacugen 
（適応：滲出型加齢黄斑変性症）が市販されている。
　アンチセンスとは12－21あるいは20－30塩基
長の1本鎖DNAあるいはRNAであり、アプタマーと
は26－45塩基長の1本鎖DNAあるいはRNAであ
る。これら以外にも、siRNA（2本鎖RNA、20－25塩
基長）、miRNAアンチセンス（1本鎖DNAあるいは
RNA、12－16塩基長）、miRNAミミック（2本鎖
RNA、20－25塩基長）、デコイ（2本鎖DNA、20塩基

程度）、CpGオリゴ（1本鎖DNA、20塩基程度）があ
り、概ね50塩基長までの核酸などで構成される2)。
　遺伝子治療薬は、遺伝子配列を体内に投与して
タンパク質を発現させることを主眼に置いてい
る。一般に遺伝子配列は数百～数千塩基長であり、
体内で遺伝子を発現させるために、遺伝子を発現
させるためのプロモーターやエンハンサー配列な
どを付加したプラスミドやAAVなどのベクターに
組み込む必要があり、これらを合わせると数千塩
基長（ポリマー）となる。ウマにおいては医薬品と
して販売されているものはないが、ヒト用医薬品
としてはGlybera（適応：家族性リポ蛋白質リパー
ゼ欠損症）が2013年に上市されている。

３）遺伝的に未改変あるいは改変された細胞とは
　「遺伝的に未改変あるいは改変された細胞」は、
前者はゲノム配列が改変されていない細胞を、後
者はゲノム編集あるいはウイルスベクターを使用
することでゲノム配列中の塩基が置換、挿入ある
いは欠失している細胞を指す。具体的には、遺伝的
に未改変な細胞とは幹細胞療法に使用される培養
幹細胞を、遺伝的に改変された細胞とは遺伝子治
療におけるex vivo法やiPS細胞などをさす。ex vivo
法では、自己細胞を培養してAAVベクターで外来
遺伝子の導入あるいはレトロウイルスベクターな
どで外来遺伝子をゲノム中に挿入して培養したの
ち、体内に細胞ごと導入する。iPS細胞作製におい
ては、幹細胞化を誘導する鍵となる遺伝子を導入
して人工的に幹細胞化する。
　つまり、「遺伝的に未改変あるいは改変された細
胞」は、幹細胞治療および遺伝子治療などに使用さ
れるあらゆる細胞を指す。

４）管理と記録の重要性
　新たな定義となる「核酸および核酸類似体のオ
リゴマーあるいはポリマー、遺伝的に未改変ある
いは改変された細胞の体内への投与」は、遺伝子を
体内に導入する狭義の意味での遺伝子治療のみで
はなく、様々な最新の生命科学医療を網羅してい
る。
　このように最新の生命科学をベースとした医療
がすべて規制されてしまうと、これまでの臨床研

究が無駄になると考えがちである。しかし、今回の
改訂内容では、これらを競走馬に対する獣医療と
位置づけ、その「管理と記録」がドーピング規制に
なるとしている点は大変興味深い。記録が確実に
実施されることで、遺伝子治療と細胞治療の不正
利用の抑止力となり、ドーピング規制が的確に遂
行されると考えられる。同規定は、競馬の公正確保
のみならず、競走馬の健康と福祉に配慮した規定
となっている点でも意義は大きい。

海外における遺伝子ドーピング規制への取り組み
　2017年4月に、遺伝子ドーピング対策事業にお
ける海外調査の一環で、レーシングオーストラリ
アを訪問し、オーストラリア連邦における遺伝子
ドーピング規制について調査した。
　レーシングオーストラリアでは、2014年頃から
競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に対応
するため、レーシングニューサウスウェールズの
薬物検査部門長のAdam Cawley博士をリーダーと
するプロジェクトチームを発足させ、間接的に遺
伝子ドーピングの有無を判断する馬生体パスポー
ト（Equine Biological Passport）の研究に着手して
いる。また、レーシングオーストラリアは、ウマの
遺伝学研究の第一人者であるシドニー大学の
Natasha Hamilton博士（遺伝子ドーピング規制小
委員会委員）に研究助成し、遺伝子導入法（Gene 
transfer）で体内に投与された外来遺伝子を量的
PCR法で直接的に検出する検査法の開発に取り組
んでいる。特に、オーストラリア連邦では、スポー
ツ分野においても遺伝子ドーピング関連研究が進
んでいる。国立計測研究所（National Measurement 
Institute）のAnna Baoutina博士は、世界ドーピン
グ防止機構（World Anti-Doping Agency: WADA）
から研究助成を受けており、スポーツ分野におけ
る遺伝子ドーピングの検査法を開発している。
Hamilton博士は、Baoutina博士と共同で、既に開発
されているヒトの遺伝子ドーピング検査法を基礎
とし、ウマにおける検査法の開発に着手している。
いつ頃に遺伝子ドーピングの検査を開始するかは
明らかにされていないが、公正な競馬を施行する
観点から、比較的早期に開始するものと思われる。
　このような海外における遺伝子ドーピングに関

する関心の高まりもあり、2018年に開催される
ICRAVでは、遺伝子ドーピングはジョイントセッ
ションのテーマの一つになっている。

日本の遺伝子ドーピング対策に向けた取り組み
　日本においては、競理研が2017年から遺伝子
ドーピング対策事業に取り組んでいる。同事業に
おいては、A）遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全
性関連事項に関する国際動向の調査、B）遺伝子
ドーピングの検出法の開発、C）遺伝的健全性の毀
損に対する取り組みを主要な課題としている。
　A）の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性関連
事項に関する国際動向の調査については、IFHA遺
伝子ドーピング規制小委員会への参加を通じて国
内の薬物規制制度に合致するような遺伝子ドーピ
ングの規制制度などを提案していく予定である。
　B）の遺伝子ドーピングの検出法の開発について
は、レーシングオーストラリア同様に、プラスミド
やAAVなどのベクターを利用した遺伝子導入法
（Gene transfer）に対する検査法の開発に取り組ん
でいる。
　C）の遺伝的健全性の毀損に対する取り組みに
ついては、サラブレッド種の全ゲノム配列を対象
としたDNA多型情報のデータベースを構築するこ

とを目指している。競走馬の遺伝的健全性を担保
するためには、遺伝的に健全なサラブレッド種と
は何かを知る必要があるからである。ウマゲノム
プロジェクト（Horse Genome Project）により、ウマ
の全ゲノム情報は解読されたが、これは「トワイラ
イト」と呼ばれる雌のサラブレッド1頭の情報であ
り、サラブレッド種全体でみれば部分情報に過ぎな
い。これに加え、競理研が検査機関として、独自に全
ゲノム解析およびその情報解析を実施する能力を
持つことは、遺伝的健全性の毀損に対する抑止力と
して意義が大きいと考えられるからである。

特別振興事業によって導入した機器
　競理研では、遺伝子ドーピング対策事業におい
て、遺伝子ドーピングの検出法の開発を進めるた
めに、血漿からのDNA抽出装置（写真1）（他：血液
からのDNA抽出装置）、デジタルPCR装置（写真2）、
複数マーカー対応量的PCR装置（写真3）を、遺伝的
健全性の毀損への対策に必要な分析機器として、
次世代シーケンサー（写真4A）（含：関連機器）およ
びチップスキャン装置（写真4B）、次世代シーケン
サー解析サーバ（写真5）などを導入した。なお、こ
れらの導入機器は、ヒトの遺伝子ドーピング検査
法を開発している国立計測研究所のBaoutina博士

の研究室と概ね同様の分析機器である。
　遺伝子治療（あるいはドーピング）の手法は多種
多様であるが、遺伝子導入法は、ヒトの遺伝子治療
分野で最も進展している手法の一つである。この
手法は、プラスミドやAAVなどのベクターに遺伝
子を組み込み、筋注などにより生体に接種する。こ
の場合、接種されたベクターは、体内の組織中に維
持される一方で、投与部位から徐放的に血流中へ
放出されると考えられる。マカク（サル）を使用し
た投与実験においては、プラスミドあるいはAAV
が、投与後、数日から数週間の範囲で全血あるいは
血漿中から検出されている3)。このため、血漿中か
ら効果的に投与ベクターを抽出するDNA抽出装置
（写真1）、抽出されたDNAから導入された遺伝子
を検出する量的PCR装置（写真3）、そして量的PCR
を実施するうえで欠かせない標準物質の定量に必
要性なデジタルPCR装置（写真2）を導入している。
　なお、予備的な結果ではあるが、既に、血漿中か
ら80～90％の回収率でベクターDNAの抽出、ま
た、検出系（量的PCR）では「５copy/反応」での検出
を可能にしている。今後、体系的な検査法の評価
（バリデーション）は必要であるが、少なくとも現
時点において、遺伝子導入法に対応する検査法の
概念は確立できたと考えている。

今後の対応と課題
　先にも述べたように、生命科学を基軸とした最
新の獣医療は多様であり、パリ協約もその点を踏
まえて、核酸医薬品や遺伝子導入法、細胞療法など
をコントロールするために改訂を意図している。
今回の遺伝子ドーピング対策事業では、遺伝子導
入法を念頭に置いた遺伝子ドーピングの検出法開
発および遺伝的健全性の毀損への対策を目指して
取り組んでいるため、核酸医薬品および細胞治療
（ドーピング）については現状では未対応となって
いる。
　しかし、核酸医薬品については、その大きさが数
十塩基長であることからLC-MS/MSなどの質量分
析装置で分析が可能である。競理研薬物分析部門
に導入された既存の分析関連機器などを使用して
分析法開発の予備調査を検討している。
　また、遺伝子ドーピングの検査法の開発におい

ては、投与された外来遺伝子の体内動態を知るこ
とが重要である。プラスミドおよびAAVベクター
の投与量に対する血液中の残留あるいは尿中への
排出状態を知ることは、検査法の開発のみならず遺
伝子治療の適切な使用と管理にも貢献すると考え
られる。ウイルス系ベクターの成獣への接種（投与）
実験においては、いわゆるカルタヘナ法を念頭にお
いた安全対策が重要であるため、専門知識をもつ諸
氏にはこの場を借りて協力をお願いしたい。
　一方、幹細胞治療やiPS細胞などを使用した細胞
治療の不正利用に関しては、現状においては具体
的な対応策がないのが現実である。これは、ヒトの
スポーツ分野においても同様であり、獣医療の現
場で、個々の獣医師が責任感をもって最新治療の
記録と管理をすることが、結果的に不正利用に対
する抑止的な効果を生むと考えられる。この点で
は、獣医師、馬主、調教師への適切な広報・教育活動
が重要と考えられる。
　遺伝子ドーピングおよび細胞ドーピングに対す
る効果的な対策を構築するためには、個々の研究
所が単独で対応することも重要であるが、共通の
目的をもった機関（競馬統括機関および検査・研究
所）が相互に協力することも必要であろう。この点
で、国際的な共同研究あるいは情報交換は遺伝子
ドーピングおよび細胞ドーピングなどの課題を解
決するうえで効果的と考えられる。

　本稿は、遺伝子ドーピング対策事業などで派遣
されたIFHA遺伝子ドーピング規制小委員会、ま
た、オーストラリア連邦における遺伝子ドーピン
グ関連の調査の概要、同事業の競理研における進
捗状況をまとめたものである（2017年5月現在）。
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はじめに
　近年、ヒトの医療では、異常を示す遺伝子の機能
を人為的に補う遺伝子治療の臨床研究が進んでい
る。遺伝子治療が遺伝性疾患に対して有効な治療
法である一方、運動機能に関わる遺伝子を人為的
に導入する遺伝子ドーピングがスポーツ分野の新
たな脅威となっている。遺伝子ドーピングの懸念
はスポーツ分野のみならず、競馬産業界において
も脅威とされ、2000年代以降、競馬分析化学者お
よび競馬獣医師国際会議（ I n t e r n a t i o n a l  
Conference of Racing Analysts and Veterinarians: 
ICRAV）などの国際会議の場で議題となってきた。
　 2 0 1 6 年 4 月 に国際競馬統括機関連盟
（International  Federat ion of  Horseracing 
Authorities: IFHA）は、生産団体および競馬主催者
に対して遺伝子治療の規制に関する助言を行い、
本治療が不正に行われないよう各団体に参考とな
る戦略やガイドラインを示すことを目的とし、「遺
伝子ドーピング規制小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）」を発足させた。同年10月
に初会合を開催し、次項以降に示すとおり、同委員
会の役割に加え、「生産、競馬及び賭事に関する国
際協約（International Agreement on Breeding, 
Racing, and Wagering: IABRW）」、いわゆるパリ協
約における第6条「馬の生物学的健全性（Biological 
Integrity of the horse）」の改訂案を作成し、禁止薬
物および行為に関する諮問委員会（Advisory 
Council on Equine Prohibited Substances and 
Practices: ACPSP）の承認を得た。さらに、これらの

内容はIFHA執行協議会に上程されており、遺伝子
治療の利用と遺伝子ドーピングの規制という点
で、新たな一歩が記された。
　競馬産業界におけるドーピング規制の新たな潮
流に対応すべく、公益財団法人競走馬理化学研究
所（以下、競理研）は日本中央競馬会馬事部の協力
の下、2017年から日本中央競馬会特別振興事業と
して分析機器の導入も含めた「競走馬の遺伝子
ドーピング及び遺伝的健全性対策事業（以下、遺伝
子ドーピング対策事業）」に着手している。本稿で
は、遺伝子ドーピング規制小委員会の役割、新たな
パリ協約について解説するとともに、他国の遺伝
子ドーピング関連研究の取り組みおよび遺伝子
ドーピング対策事業の進捗について紹介する。

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割
　以下は、新たに決定された遺伝子ドーピング規
制小委員会の役割である。
Term of Reference
To advise racing and breeding authorities on the 
regulation of gene therapies and to assist in the 
formulation of strategies and guidelines to 
prevent the misuse of such therapies.
付託事項
競馬主催者および血統登録機関に対し、遺伝子治
療の規制について助言し、また、そのような治療の
不正利用を防ぐための戦略およびガイドラインの
構築について助言する。

Mission statement
The Mission of the IFHA Gene Doping Control 
Subcommittee is to safeguard the integrity of 
horseracing and the Thoroughbred breed by 
evaluating genetic and cellular therapies with 
respect to potential welfare, safety, performance 
and breeding effects.
ミッションステートメント
IFHA遺伝子ドーピング規制小委員会の使命は、馬
の潜在的な福祉、安全性、パフォーマンスおよび繁
殖に関する遺伝的および細胞的療法を評価するこ
とにより、競馬とサラブレッド種の健全性を守る
ことである。

The primary objectives of the Gene Doping 
Control Subcommittee are to:
遺伝子ドーピング規制小委員会の主な目的は次の
とおりである：
- clearly define ‘gene doping’, ‘gene therapy’, 
‘cellular therapy’ and 'cellular doping'
-遺伝子ドーピング、遺伝子治療、細胞治療、細胞
ドーピングを明確に定義すること
- give consideration to present and future ‘gene 
therapies’ and 'cellular therapies', as required by 
racing and breeding authorities
- 競馬主催者および血統登録機関によって要請さ
れる、現在ならびに将来の遺伝子治療および細胞
治療に関する見解を提供すること
- make clear which genetic and cellular practices 
have no place in horseracing and breeding
- 競馬および生産において、どのような遺伝的ある
いは細胞的操作が問題となるか明確にすること
- provide guidance for the proper control of 
legitimate ‘gene and cellular therapies’
- 合法的な遺伝子治療および細胞治療を適切にコ
ントロールするためのガイドラインを提供するこ
と
- suggest revision to Articles 6, 12 and 13 of the 
International Agreement of Breeding, Racing and 
Wagering, where necessary
- 必要に応じて、パリ協約（IABRW）の第6条、12条
および13条の改訂について助言すること

- recommend systems and policies for the 
detect ion of  gene and ce l lu lar  doping in  
horseracing
- 競馬における遺伝子ドーピングおよび細胞ドー
ピングの検出のためのシステムとポリシーを提言
すること

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割の解説
　IFHA ACPSPに設置された遺伝子ドーピング規
制小委員会は、その名称に「Gene Doping（遺伝子
ドーピング）」が含まれることから、扱う対象とし
て遺伝子導入（人工的に合成した遺伝子を体内に
導入）および核酸医薬品（DNA配列に基づく医薬
品）を対象とする「遺伝子ドーピング」のみが対象
と考えられがちであるが、これだけではなくゲノ
ム編集技術による「受精卵および胚の遺伝情報改
変行為（遺伝的健全性の毀損）」への対応および幹
細胞などで治癒を促進する細胞治療の不正利用で
ある「細胞ドーピング」も検討事項としている。
　遺伝子治療には、その方法にin vivo法（直接法）
およびex vivo法（間接法）があり、in vivo法では核
酸配列を直接的に生体内に投与するが、ex vivo法
では核酸配列を培養細胞などに導入した後に生体
内に細胞ごと移植する1）。後者は、遺伝子治療にお
けるex vivo法と定義されるが、iPS細胞（人工多能
性幹細胞）を作製して体内に移植する細胞治療と
手法が類似し、これらの技術を明確に区分けする
ことの困難さもあり、併せて規制の対象としている。
　このような中、現状で遺伝子ドーピングに関連
する事項は、パリ協約第６条Ａ項の禁止物質にお
いて「直接的あるいは間接的に遺伝子発現に影響
を及ぼすあるいは遺伝子発現を操作する物質
（Agents that directly or indirectly affect or 
manipulate gene expression）」と定義されている。
遺伝子ドーピングに関する危機感が高まってきた
今日、遺伝子ドーピングの根拠として定義された
遺伝子治療という行為を明確にすることは重要で
あり、これは、遺伝子ドーピング規制小委員会の主
要な役割と考えられる。

パリ協約（IABRW）第6条B項の改訂
　以下は、新たにIFHA執行協議会に上程されたパ

リ協約第6条B項である。
Definition of Genetic Therapies
The administration of oligomers or polymers of 
nucleic acid, nucleic acid analogues, genetically 
unmodified or genetically modified cells
遺伝的療法の定義
核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいはポリ
マー、遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の
体内への投与

Control and recording
The Horseracing Authority may, at its discretion, 
allow or disallow racing of horses or their 
offspring after genetic therapy. The owner or 
trainer has the responsibility to inform the 
relevant Horseracing Authority of any intended 
gene therapy to a horse prior to such treatment, 
irrespective of whether it is administered before, 
in or out of training.  The owner or trainer must 
maintain full and accurate records of all such 
therapies ‒ which must be kept for a minimum of 
5 years and be readily available for inspection by 
regulatory officials when requested.
管理と記録
競馬統括機関は、その裁量により、遺伝的な療法後
の馬またはその子孫の競馬への参加を許可または
禁止することができる。馬主または調教師は、調教
前、調教中あるいは調教外に、投与されるかどうか
にかかわらず、そのような治療の前に、任意の意図
された遺伝子治療について、関係する競馬統括機
関に通知する義務を負う。馬主または調教師は、す
べてのそのような治療の完全かつ正確な記録を保
持しなければならない。これらは最低5年間保管
し、要請があれば、規制当局が容易に利用できるよ
うにすべきである。

パリ協約（IABRW）第6条B項案の解説
　今回の改訂により、競走馬への遺伝子治療およ
び細胞治療の定義が初めて明確になったと考えら
れる。つまり、遺伝子治療などは、競走馬の生体内
へ「核酸配列」あるいは「細胞」を投与することであ
ると定義され、これらの不正利用が遺伝子ドーピ

ングおよび細胞ドーピングに相当するという考え
方である。

１）核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいは
ポリマーとは
　新たなパリ協約には「核酸および核酸類似体」と
あるが、核酸とは生物が天然にもつDNAあるいは
RNAを指し、核酸類似体とは天然のDNAあるいは
RNAを修飾して化学的に安定性を強化したDNAあ
るいはRNAの構造類似体（アナログ）である。DNA
あるいはRNA配列は核酸分解酵素（ヌクレアーゼ）
によって分解されやすく、血流中では不安定な物
質である。そのため、核酸配列を医薬品として使用
する際には、構造が安定した核酸類似体を使用す
ることが多い。このような背景から、「核酸および
核酸類似体」が規制の対象となっている。
　「オリゴマーあるいはポリマー」は、核酸配列お
よび核酸類似体配列の塩基長の相違を表す。オリ
ゴマーとポリマーの明確な区切りはないが、一般
にオリゴマーは数十塩基長を、ポリマーは数百か
ら数千塩基長を指し、今回改訂される予定のパリ
協約では、前者は核酸医薬品を、後者は遺伝子治療
薬を意味する。
　つまり、「核酸および核酸類似体のオリゴマーあ
るいはポリマー」とは、核酸医薬品および遺伝子治
療薬を、難解ではあるが一般論として表現した記
述である。

２）上市されている核酸医薬品および遺伝子治療
薬
　現在、核酸医薬品では、アンチセンス医薬として
Vitravene （適応：サイトメガロウイルス性網膜炎）
およびKynamro （適応：ホモ接合型家族性高コレ
ステロール血症）、アプタマー医薬としてMacugen 
（適応：滲出型加齢黄斑変性症）が市販されている。
　アンチセンスとは12－21あるいは20－30塩基
長の1本鎖DNAあるいはRNAであり、アプタマーと
は26－45塩基長の1本鎖DNAあるいはRNAであ
る。これら以外にも、siRNA（2本鎖RNA、20－25塩
基長）、miRNAアンチセンス（1本鎖DNAあるいは
RNA、12－16塩基長）、miRNAミミック（2本鎖
RNA、20－25塩基長）、デコイ（2本鎖DNA、20塩基

程度）、CpGオリゴ（1本鎖DNA、20塩基程度）があ
り、概ね50塩基長までの核酸などで構成される2)。
　遺伝子治療薬は、遺伝子配列を体内に投与して
タンパク質を発現させることを主眼に置いてい
る。一般に遺伝子配列は数百～数千塩基長であり、
体内で遺伝子を発現させるために、遺伝子を発現
させるためのプロモーターやエンハンサー配列な
どを付加したプラスミドやAAVなどのベクターに
組み込む必要があり、これらを合わせると数千塩
基長（ポリマー）となる。ウマにおいては医薬品と
して販売されているものはないが、ヒト用医薬品
としてはGlybera（適応：家族性リポ蛋白質リパー
ゼ欠損症）が2013年に上市されている。

３）遺伝的に未改変あるいは改変された細胞とは
　「遺伝的に未改変あるいは改変された細胞」は、
前者はゲノム配列が改変されていない細胞を、後
者はゲノム編集あるいはウイルスベクターを使用
することでゲノム配列中の塩基が置換、挿入ある
いは欠失している細胞を指す。具体的には、遺伝的
に未改変な細胞とは幹細胞療法に使用される培養
幹細胞を、遺伝的に改変された細胞とは遺伝子治
療におけるex vivo法やiPS細胞などをさす。ex vivo
法では、自己細胞を培養してAAVベクターで外来
遺伝子の導入あるいはレトロウイルスベクターな
どで外来遺伝子をゲノム中に挿入して培養したの
ち、体内に細胞ごと導入する。iPS細胞作製におい
ては、幹細胞化を誘導する鍵となる遺伝子を導入
して人工的に幹細胞化する。
　つまり、「遺伝的に未改変あるいは改変された細
胞」は、幹細胞治療および遺伝子治療などに使用さ
れるあらゆる細胞を指す。

４）管理と記録の重要性
　新たな定義となる「核酸および核酸類似体のオ
リゴマーあるいはポリマー、遺伝的に未改変ある
いは改変された細胞の体内への投与」は、遺伝子を
体内に導入する狭義の意味での遺伝子治療のみで
はなく、様々な最新の生命科学医療を網羅してい
る。
　このように最新の生命科学をベースとした医療
がすべて規制されてしまうと、これまでの臨床研

究が無駄になると考えがちである。しかし、今回の
改訂内容では、これらを競走馬に対する獣医療と
位置づけ、その「管理と記録」がドーピング規制に
なるとしている点は大変興味深い。記録が確実に
実施されることで、遺伝子治療と細胞治療の不正
利用の抑止力となり、ドーピング規制が的確に遂
行されると考えられる。同規定は、競馬の公正確保
のみならず、競走馬の健康と福祉に配慮した規定
となっている点でも意義は大きい。

海外における遺伝子ドーピング規制への取り組み
　2017年4月に、遺伝子ドーピング対策事業にお
ける海外調査の一環で、レーシングオーストラリ
アを訪問し、オーストラリア連邦における遺伝子
ドーピング規制について調査した。
　レーシングオーストラリアでは、2014年頃から
競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に対応
するため、レーシングニューサウスウェールズの
薬物検査部門長のAdam Cawley博士をリーダーと
するプロジェクトチームを発足させ、間接的に遺
伝子ドーピングの有無を判断する馬生体パスポー
ト（Equine Biological Passport）の研究に着手して
いる。また、レーシングオーストラリアは、ウマの
遺伝学研究の第一人者であるシドニー大学の
Natasha Hamilton博士（遺伝子ドーピング規制小
委員会委員）に研究助成し、遺伝子導入法（Gene 
transfer）で体内に投与された外来遺伝子を量的
PCR法で直接的に検出する検査法の開発に取り組
んでいる。特に、オーストラリア連邦では、スポー
ツ分野においても遺伝子ドーピング関連研究が進
んでいる。国立計測研究所（National Measurement 
Institute）のAnna Baoutina博士は、世界ドーピン
グ防止機構（World Anti-Doping Agency: WADA）
から研究助成を受けており、スポーツ分野におけ
る遺伝子ドーピングの検査法を開発している。
Hamilton博士は、Baoutina博士と共同で、既に開発
されているヒトの遺伝子ドーピング検査法を基礎
とし、ウマにおける検査法の開発に着手している。
いつ頃に遺伝子ドーピングの検査を開始するかは
明らかにされていないが、公正な競馬を施行する
観点から、比較的早期に開始するものと思われる。
　このような海外における遺伝子ドーピングに関

する関心の高まりもあり、2018年に開催される
ICRAVでは、遺伝子ドーピングはジョイントセッ
ションのテーマの一つになっている。

日本の遺伝子ドーピング対策に向けた取り組み
　日本においては、競理研が2017年から遺伝子
ドーピング対策事業に取り組んでいる。同事業に
おいては、A）遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全
性関連事項に関する国際動向の調査、B）遺伝子
ドーピングの検出法の開発、C）遺伝的健全性の毀
損に対する取り組みを主要な課題としている。
　A）の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性関連
事項に関する国際動向の調査については、IFHA遺
伝子ドーピング規制小委員会への参加を通じて国
内の薬物規制制度に合致するような遺伝子ドーピ
ングの規制制度などを提案していく予定である。
　B）の遺伝子ドーピングの検出法の開発について
は、レーシングオーストラリア同様に、プラスミド
やAAVなどのベクターを利用した遺伝子導入法
（Gene transfer）に対する検査法の開発に取り組ん
でいる。
　C）の遺伝的健全性の毀損に対する取り組みに
ついては、サラブレッド種の全ゲノム配列を対象
としたDNA多型情報のデータベースを構築するこ

とを目指している。競走馬の遺伝的健全性を担保
するためには、遺伝的に健全なサラブレッド種と
は何かを知る必要があるからである。ウマゲノム
プロジェクト（Horse Genome Project）により、ウマ
の全ゲノム情報は解読されたが、これは「トワイラ
イト」と呼ばれる雌のサラブレッド1頭の情報であ
り、サラブレッド種全体でみれば部分情報に過ぎな
い。これに加え、競理研が検査機関として、独自に全
ゲノム解析およびその情報解析を実施する能力を
持つことは、遺伝的健全性の毀損に対する抑止力と
して意義が大きいと考えられるからである。

特別振興事業によって導入した機器
　競理研では、遺伝子ドーピング対策事業におい
て、遺伝子ドーピングの検出法の開発を進めるた
めに、血漿からのDNA抽出装置（写真1）（他：血液
からのDNA抽出装置）、デジタルPCR装置（写真2）、
複数マーカー対応量的PCR装置（写真3）を、遺伝的
健全性の毀損への対策に必要な分析機器として、
次世代シーケンサー（写真4A）（含：関連機器）およ
びチップスキャン装置（写真4B）、次世代シーケン
サー解析サーバ（写真5）などを導入した。なお、こ
れらの導入機器は、ヒトの遺伝子ドーピング検査
法を開発している国立計測研究所のBaoutina博士

の研究室と概ね同様の分析機器である。
　遺伝子治療（あるいはドーピング）の手法は多種
多様であるが、遺伝子導入法は、ヒトの遺伝子治療
分野で最も進展している手法の一つである。この
手法は、プラスミドやAAVなどのベクターに遺伝
子を組み込み、筋注などにより生体に接種する。こ
の場合、接種されたベクターは、体内の組織中に維
持される一方で、投与部位から徐放的に血流中へ
放出されると考えられる。マカク（サル）を使用し
た投与実験においては、プラスミドあるいはAAV
が、投与後、数日から数週間の範囲で全血あるいは
血漿中から検出されている3)。このため、血漿中か
ら効果的に投与ベクターを抽出するDNA抽出装置
（写真1）、抽出されたDNAから導入された遺伝子
を検出する量的PCR装置（写真3）、そして量的PCR
を実施するうえで欠かせない標準物質の定量に必
要性なデジタルPCR装置（写真2）を導入している。
　なお、予備的な結果ではあるが、既に、血漿中か
ら80～90％の回収率でベクターDNAの抽出、ま
た、検出系（量的PCR）では「５copy/反応」での検出
を可能にしている。今後、体系的な検査法の評価
（バリデーション）は必要であるが、少なくとも現
時点において、遺伝子導入法に対応する検査法の
概念は確立できたと考えている。

今後の対応と課題
　先にも述べたように、生命科学を基軸とした最
新の獣医療は多様であり、パリ協約もその点を踏
まえて、核酸医薬品や遺伝子導入法、細胞療法など
をコントロールするために改訂を意図している。
今回の遺伝子ドーピング対策事業では、遺伝子導
入法を念頭に置いた遺伝子ドーピングの検出法開
発および遺伝的健全性の毀損への対策を目指して
取り組んでいるため、核酸医薬品および細胞治療
（ドーピング）については現状では未対応となって
いる。
　しかし、核酸医薬品については、その大きさが数
十塩基長であることからLC-MS/MSなどの質量分
析装置で分析が可能である。競理研薬物分析部門
に導入された既存の分析関連機器などを使用して
分析法開発の予備調査を検討している。
　また、遺伝子ドーピングの検査法の開発におい

ては、投与された外来遺伝子の体内動態を知るこ
とが重要である。プラスミドおよびAAVベクター
の投与量に対する血液中の残留あるいは尿中への
排出状態を知ることは、検査法の開発のみならず遺
伝子治療の適切な使用と管理にも貢献すると考え
られる。ウイルス系ベクターの成獣への接種（投与）
実験においては、いわゆるカルタヘナ法を念頭にお
いた安全対策が重要であるため、専門知識をもつ諸
氏にはこの場を借りて協力をお願いしたい。
　一方、幹細胞治療やiPS細胞などを使用した細胞
治療の不正利用に関しては、現状においては具体
的な対応策がないのが現実である。これは、ヒトの
スポーツ分野においても同様であり、獣医療の現
場で、個々の獣医師が責任感をもって最新治療の
記録と管理をすることが、結果的に不正利用に対
する抑止的な効果を生むと考えられる。この点で
は、獣医師、馬主、調教師への適切な広報・教育活動
が重要と考えられる。
　遺伝子ドーピングおよび細胞ドーピングに対す
る効果的な対策を構築するためには、個々の研究
所が単独で対応することも重要であるが、共通の
目的をもった機関（競馬統括機関および検査・研究
所）が相互に協力することも必要であろう。この点
で、国際的な共同研究あるいは情報交換は遺伝子
ドーピングおよび細胞ドーピングなどの課題を解
決するうえで効果的と考えられる。

　本稿は、遺伝子ドーピング対策事業などで派遣
されたIFHA遺伝子ドーピング規制小委員会、ま
た、オーストラリア連邦における遺伝子ドーピン
グ関連の調査の概要、同事業の競理研における進
捗状況をまとめたものである（2017年5月現在）。
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はじめに
　近年、ヒトの医療では、異常を示す遺伝子の機能
を人為的に補う遺伝子治療の臨床研究が進んでい
る。遺伝子治療が遺伝性疾患に対して有効な治療
法である一方、運動機能に関わる遺伝子を人為的
に導入する遺伝子ドーピングがスポーツ分野の新
たな脅威となっている。遺伝子ドーピングの懸念
はスポーツ分野のみならず、競馬産業界において
も脅威とされ、2000年代以降、競馬分析化学者お
よび競馬獣医師国際会議（ I n t e r n a t i o n a l  
Conference of Racing Analysts and Veterinarians: 
ICRAV）などの国際会議の場で議題となってきた。
　 2 0 1 6 年 4 月 に国際競馬統括機関連盟
（International  Federat ion of  Horseracing 
Authorities: IFHA）は、生産団体および競馬主催者
に対して遺伝子治療の規制に関する助言を行い、
本治療が不正に行われないよう各団体に参考とな
る戦略やガイドラインを示すことを目的とし、「遺
伝子ドーピング規制小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）」を発足させた。同年10月
に初会合を開催し、次項以降に示すとおり、同委員
会の役割に加え、「生産、競馬及び賭事に関する国
際協約（International Agreement on Breeding, 
Racing, and Wagering: IABRW）」、いわゆるパリ協
約における第6条「馬の生物学的健全性（Biological 
Integrity of the horse）」の改訂案を作成し、禁止薬
物および行為に関する諮問委員会（Advisory 
Council on Equine Prohibited Substances and 
Practices: ACPSP）の承認を得た。さらに、これらの

内容はIFHA執行協議会に上程されており、遺伝子
治療の利用と遺伝子ドーピングの規制という点
で、新たな一歩が記された。
　競馬産業界におけるドーピング規制の新たな潮
流に対応すべく、公益財団法人競走馬理化学研究
所（以下、競理研）は日本中央競馬会馬事部の協力
の下、2017年から日本中央競馬会特別振興事業と
して分析機器の導入も含めた「競走馬の遺伝子
ドーピング及び遺伝的健全性対策事業（以下、遺伝
子ドーピング対策事業）」に着手している。本稿で
は、遺伝子ドーピング規制小委員会の役割、新たな
パリ協約について解説するとともに、他国の遺伝
子ドーピング関連研究の取り組みおよび遺伝子
ドーピング対策事業の進捗について紹介する。

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割
　以下は、新たに決定された遺伝子ドーピング規
制小委員会の役割である。
Term of Reference
To advise racing and breeding authorities on the 
regulation of gene therapies and to assist in the 
formulation of strategies and guidelines to 
prevent the misuse of such therapies.
付託事項
競馬主催者および血統登録機関に対し、遺伝子治
療の規制について助言し、また、そのような治療の
不正利用を防ぐための戦略およびガイドラインの
構築について助言する。

Mission statement
The Mission of the IFHA Gene Doping Control 
Subcommittee is to safeguard the integrity of 
horseracing and the Thoroughbred breed by 
evaluating genetic and cellular therapies with 
respect to potential welfare, safety, performance 
and breeding effects.
ミッションステートメント
IFHA遺伝子ドーピング規制小委員会の使命は、馬
の潜在的な福祉、安全性、パフォーマンスおよび繁
殖に関する遺伝的および細胞的療法を評価するこ
とにより、競馬とサラブレッド種の健全性を守る
ことである。

The primary objectives of the Gene Doping 
Control Subcommittee are to:
遺伝子ドーピング規制小委員会の主な目的は次の
とおりである：
- clearly define ‘gene doping’, ‘gene therapy’, 
‘cellular therapy’ and 'cellular doping'
-遺伝子ドーピング、遺伝子治療、細胞治療、細胞
ドーピングを明確に定義すること
- give consideration to present and future ‘gene 
therapies’ and 'cellular therapies', as required by 
racing and breeding authorities
- 競馬主催者および血統登録機関によって要請さ
れる、現在ならびに将来の遺伝子治療および細胞
治療に関する見解を提供すること
- make clear which genetic and cellular practices 
have no place in horseracing and breeding
- 競馬および生産において、どのような遺伝的ある
いは細胞的操作が問題となるか明確にすること
- provide guidance for the proper control of 
legitimate ‘gene and cellular therapies’
- 合法的な遺伝子治療および細胞治療を適切にコ
ントロールするためのガイドラインを提供するこ
と
- suggest revision to Articles 6, 12 and 13 of the 
International Agreement of Breeding, Racing and 
Wagering, where necessary
- 必要に応じて、パリ協約（IABRW）の第6条、12条
および13条の改訂について助言すること

- recommend systems and policies for the 
detect ion of  gene and ce l lu lar  doping in  
horseracing
- 競馬における遺伝子ドーピングおよび細胞ドー
ピングの検出のためのシステムとポリシーを提言
すること

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割の解説
　IFHA ACPSPに設置された遺伝子ドーピング規
制小委員会は、その名称に「Gene Doping（遺伝子
ドーピング）」が含まれることから、扱う対象とし
て遺伝子導入（人工的に合成した遺伝子を体内に
導入）および核酸医薬品（DNA配列に基づく医薬
品）を対象とする「遺伝子ドーピング」のみが対象
と考えられがちであるが、これだけではなくゲノ
ム編集技術による「受精卵および胚の遺伝情報改
変行為（遺伝的健全性の毀損）」への対応および幹
細胞などで治癒を促進する細胞治療の不正利用で
ある「細胞ドーピング」も検討事項としている。
　遺伝子治療には、その方法にin vivo法（直接法）
およびex vivo法（間接法）があり、in vivo法では核
酸配列を直接的に生体内に投与するが、ex vivo法
では核酸配列を培養細胞などに導入した後に生体
内に細胞ごと移植する1）。後者は、遺伝子治療にお
けるex vivo法と定義されるが、iPS細胞（人工多能
性幹細胞）を作製して体内に移植する細胞治療と
手法が類似し、これらの技術を明確に区分けする
ことの困難さもあり、併せて規制の対象としている。
　このような中、現状で遺伝子ドーピングに関連
する事項は、パリ協約第６条Ａ項の禁止物質にお
いて「直接的あるいは間接的に遺伝子発現に影響
を及ぼすあるいは遺伝子発現を操作する物質
（Agents that directly or indirectly affect or 
manipulate gene expression）」と定義されている。
遺伝子ドーピングに関する危機感が高まってきた
今日、遺伝子ドーピングの根拠として定義された
遺伝子治療という行為を明確にすることは重要で
あり、これは、遺伝子ドーピング規制小委員会の主
要な役割と考えられる。

パリ協約（IABRW）第6条B項の改訂
　以下は、新たにIFHA執行協議会に上程されたパ

リ協約第6条B項である。
Definition of Genetic Therapies
The administration of oligomers or polymers of 
nucleic acid, nucleic acid analogues, genetically 
unmodified or genetically modified cells
遺伝的療法の定義
核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいはポリ
マー、遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の
体内への投与

Control and recording
The Horseracing Authority may, at its discretion, 
allow or disallow racing of horses or their 
offspring after genetic therapy. The owner or 
trainer has the responsibility to inform the 
relevant Horseracing Authority of any intended 
gene therapy to a horse prior to such treatment, 
irrespective of whether it is administered before, 
in or out of training.  The owner or trainer must 
maintain full and accurate records of all such 
therapies ‒ which must be kept for a minimum of 
5 years and be readily available for inspection by 
regulatory officials when requested.
管理と記録
競馬統括機関は、その裁量により、遺伝的な療法後
の馬またはその子孫の競馬への参加を許可または
禁止することができる。馬主または調教師は、調教
前、調教中あるいは調教外に、投与されるかどうか
にかかわらず、そのような治療の前に、任意の意図
された遺伝子治療について、関係する競馬統括機
関に通知する義務を負う。馬主または調教師は、す
べてのそのような治療の完全かつ正確な記録を保
持しなければならない。これらは最低5年間保管
し、要請があれば、規制当局が容易に利用できるよ
うにすべきである。

パリ協約（IABRW）第6条B項案の解説
　今回の改訂により、競走馬への遺伝子治療およ
び細胞治療の定義が初めて明確になったと考えら
れる。つまり、遺伝子治療などは、競走馬の生体内
へ「核酸配列」あるいは「細胞」を投与することであ
ると定義され、これらの不正利用が遺伝子ドーピ

ングおよび細胞ドーピングに相当するという考え
方である。

１）核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいは
ポリマーとは
　新たなパリ協約には「核酸および核酸類似体」と
あるが、核酸とは生物が天然にもつDNAあるいは
RNAを指し、核酸類似体とは天然のDNAあるいは
RNAを修飾して化学的に安定性を強化したDNAあ
るいはRNAの構造類似体（アナログ）である。DNA
あるいはRNA配列は核酸分解酵素（ヌクレアーゼ）
によって分解されやすく、血流中では不安定な物
質である。そのため、核酸配列を医薬品として使用
する際には、構造が安定した核酸類似体を使用す
ることが多い。このような背景から、「核酸および
核酸類似体」が規制の対象となっている。
　「オリゴマーあるいはポリマー」は、核酸配列お
よび核酸類似体配列の塩基長の相違を表す。オリ
ゴマーとポリマーの明確な区切りはないが、一般
にオリゴマーは数十塩基長を、ポリマーは数百か
ら数千塩基長を指し、今回改訂される予定のパリ
協約では、前者は核酸医薬品を、後者は遺伝子治療
薬を意味する。
　つまり、「核酸および核酸類似体のオリゴマーあ
るいはポリマー」とは、核酸医薬品および遺伝子治
療薬を、難解ではあるが一般論として表現した記
述である。

２）上市されている核酸医薬品および遺伝子治療
薬
　現在、核酸医薬品では、アンチセンス医薬として
Vitravene （適応：サイトメガロウイルス性網膜炎）
およびKynamro （適応：ホモ接合型家族性高コレ
ステロール血症）、アプタマー医薬としてMacugen 
（適応：滲出型加齢黄斑変性症）が市販されている。
　アンチセンスとは12－21あるいは20－30塩基
長の1本鎖DNAあるいはRNAであり、アプタマーと
は26－45塩基長の1本鎖DNAあるいはRNAであ
る。これら以外にも、siRNA（2本鎖RNA、20－25塩
基長）、miRNAアンチセンス（1本鎖DNAあるいは
RNA、12－16塩基長）、miRNAミミック（2本鎖
RNA、20－25塩基長）、デコイ（2本鎖DNA、20塩基

程度）、CpGオリゴ（1本鎖DNA、20塩基程度）があ
り、概ね50塩基長までの核酸などで構成される2)。
　遺伝子治療薬は、遺伝子配列を体内に投与して
タンパク質を発現させることを主眼に置いてい
る。一般に遺伝子配列は数百～数千塩基長であり、
体内で遺伝子を発現させるために、遺伝子を発現
させるためのプロモーターやエンハンサー配列な
どを付加したプラスミドやAAVなどのベクターに
組み込む必要があり、これらを合わせると数千塩
基長（ポリマー）となる。ウマにおいては医薬品と
して販売されているものはないが、ヒト用医薬品
としてはGlybera（適応：家族性リポ蛋白質リパー
ゼ欠損症）が2013年に上市されている。

３）遺伝的に未改変あるいは改変された細胞とは
　「遺伝的に未改変あるいは改変された細胞」は、
前者はゲノム配列が改変されていない細胞を、後
者はゲノム編集あるいはウイルスベクターを使用
することでゲノム配列中の塩基が置換、挿入ある
いは欠失している細胞を指す。具体的には、遺伝的
に未改変な細胞とは幹細胞療法に使用される培養
幹細胞を、遺伝的に改変された細胞とは遺伝子治
療におけるex vivo法やiPS細胞などをさす。ex vivo
法では、自己細胞を培養してAAVベクターで外来
遺伝子の導入あるいはレトロウイルスベクターな
どで外来遺伝子をゲノム中に挿入して培養したの
ち、体内に細胞ごと導入する。iPS細胞作製におい
ては、幹細胞化を誘導する鍵となる遺伝子を導入
して人工的に幹細胞化する。
　つまり、「遺伝的に未改変あるいは改変された細
胞」は、幹細胞治療および遺伝子治療などに使用さ
れるあらゆる細胞を指す。

４）管理と記録の重要性
　新たな定義となる「核酸および核酸類似体のオ
リゴマーあるいはポリマー、遺伝的に未改変ある
いは改変された細胞の体内への投与」は、遺伝子を
体内に導入する狭義の意味での遺伝子治療のみで
はなく、様々な最新の生命科学医療を網羅してい
る。
　このように最新の生命科学をベースとした医療
がすべて規制されてしまうと、これまでの臨床研

究が無駄になると考えがちである。しかし、今回の
改訂内容では、これらを競走馬に対する獣医療と
位置づけ、その「管理と記録」がドーピング規制に
なるとしている点は大変興味深い。記録が確実に
実施されることで、遺伝子治療と細胞治療の不正
利用の抑止力となり、ドーピング規制が的確に遂
行されると考えられる。同規定は、競馬の公正確保
のみならず、競走馬の健康と福祉に配慮した規定
となっている点でも意義は大きい。

海外における遺伝子ドーピング規制への取り組み
　2017年4月に、遺伝子ドーピング対策事業にお
ける海外調査の一環で、レーシングオーストラリ
アを訪問し、オーストラリア連邦における遺伝子
ドーピング規制について調査した。
　レーシングオーストラリアでは、2014年頃から
競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に対応
するため、レーシングニューサウスウェールズの
薬物検査部門長のAdam Cawley博士をリーダーと
するプロジェクトチームを発足させ、間接的に遺
伝子ドーピングの有無を判断する馬生体パスポー
ト（Equine Biological Passport）の研究に着手して
いる。また、レーシングオーストラリアは、ウマの
遺伝学研究の第一人者であるシドニー大学の
Natasha Hamilton博士（遺伝子ドーピング規制小
委員会委員）に研究助成し、遺伝子導入法（Gene 
transfer）で体内に投与された外来遺伝子を量的
PCR法で直接的に検出する検査法の開発に取り組
んでいる。特に、オーストラリア連邦では、スポー
ツ分野においても遺伝子ドーピング関連研究が進
んでいる。国立計測研究所（National Measurement 
Institute）のAnna Baoutina博士は、世界ドーピン
グ防止機構（World Anti-Doping Agency: WADA）
から研究助成を受けており、スポーツ分野におけ
る遺伝子ドーピングの検査法を開発している。
Hamilton博士は、Baoutina博士と共同で、既に開発
されているヒトの遺伝子ドーピング検査法を基礎
とし、ウマにおける検査法の開発に着手している。
いつ頃に遺伝子ドーピングの検査を開始するかは
明らかにされていないが、公正な競馬を施行する
観点から、比較的早期に開始するものと思われる。
　このような海外における遺伝子ドーピングに関

する関心の高まりもあり、2018年に開催される
ICRAVでは、遺伝子ドーピングはジョイントセッ
ションのテーマの一つになっている。

日本の遺伝子ドーピング対策に向けた取り組み
　日本においては、競理研が2017年から遺伝子
ドーピング対策事業に取り組んでいる。同事業に
おいては、A）遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全
性関連事項に関する国際動向の調査、B）遺伝子
ドーピングの検出法の開発、C）遺伝的健全性の毀
損に対する取り組みを主要な課題としている。
　A）の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性関連
事項に関する国際動向の調査については、IFHA遺
伝子ドーピング規制小委員会への参加を通じて国
内の薬物規制制度に合致するような遺伝子ドーピ
ングの規制制度などを提案していく予定である。
　B）の遺伝子ドーピングの検出法の開発について
は、レーシングオーストラリア同様に、プラスミド
やAAVなどのベクターを利用した遺伝子導入法
（Gene transfer）に対する検査法の開発に取り組ん
でいる。
　C）の遺伝的健全性の毀損に対する取り組みに
ついては、サラブレッド種の全ゲノム配列を対象
としたDNA多型情報のデータベースを構築するこ

とを目指している。競走馬の遺伝的健全性を担保
するためには、遺伝的に健全なサラブレッド種と
は何かを知る必要があるからである。ウマゲノム
プロジェクト（Horse Genome Project）により、ウマ
の全ゲノム情報は解読されたが、これは「トワイラ
イト」と呼ばれる雌のサラブレッド1頭の情報であ
り、サラブレッド種全体でみれば部分情報に過ぎな
い。これに加え、競理研が検査機関として、独自に全
ゲノム解析およびその情報解析を実施する能力を
持つことは、遺伝的健全性の毀損に対する抑止力と
して意義が大きいと考えられるからである。

特別振興事業によって導入した機器
　競理研では、遺伝子ドーピング対策事業におい
て、遺伝子ドーピングの検出法の開発を進めるた
めに、血漿からのDNA抽出装置（写真1）（他：血液
からのDNA抽出装置）、デジタルPCR装置（写真2）、
複数マーカー対応量的PCR装置（写真3）を、遺伝的
健全性の毀損への対策に必要な分析機器として、
次世代シーケンサー（写真4A）（含：関連機器）およ
びチップスキャン装置（写真4B）、次世代シーケン
サー解析サーバ（写真5）などを導入した。なお、こ
れらの導入機器は、ヒトの遺伝子ドーピング検査
法を開発している国立計測研究所のBaoutina博士

の研究室と概ね同様の分析機器である。
　遺伝子治療（あるいはドーピング）の手法は多種
多様であるが、遺伝子導入法は、ヒトの遺伝子治療
分野で最も進展している手法の一つである。この
手法は、プラスミドやAAVなどのベクターに遺伝
子を組み込み、筋注などにより生体に接種する。こ
の場合、接種されたベクターは、体内の組織中に維
持される一方で、投与部位から徐放的に血流中へ
放出されると考えられる。マカク（サル）を使用し
た投与実験においては、プラスミドあるいはAAV
が、投与後、数日から数週間の範囲で全血あるいは
血漿中から検出されている3)。このため、血漿中か
ら効果的に投与ベクターを抽出するDNA抽出装置
（写真1）、抽出されたDNAから導入された遺伝子
を検出する量的PCR装置（写真3）、そして量的PCR
を実施するうえで欠かせない標準物質の定量に必
要性なデジタルPCR装置（写真2）を導入している。
　なお、予備的な結果ではあるが、既に、血漿中か
ら80～90％の回収率でベクターDNAの抽出、ま
た、検出系（量的PCR）では「５copy/反応」での検出
を可能にしている。今後、体系的な検査法の評価
（バリデーション）は必要であるが、少なくとも現
時点において、遺伝子導入法に対応する検査法の
概念は確立できたと考えている。

今後の対応と課題
　先にも述べたように、生命科学を基軸とした最
新の獣医療は多様であり、パリ協約もその点を踏
まえて、核酸医薬品や遺伝子導入法、細胞療法など
をコントロールするために改訂を意図している。
今回の遺伝子ドーピング対策事業では、遺伝子導
入法を念頭に置いた遺伝子ドーピングの検出法開
発および遺伝的健全性の毀損への対策を目指して
取り組んでいるため、核酸医薬品および細胞治療
（ドーピング）については現状では未対応となって
いる。
　しかし、核酸医薬品については、その大きさが数
十塩基長であることからLC-MS/MSなどの質量分
析装置で分析が可能である。競理研薬物分析部門
に導入された既存の分析関連機器などを使用して
分析法開発の予備調査を検討している。
　また、遺伝子ドーピングの検査法の開発におい

ては、投与された外来遺伝子の体内動態を知るこ
とが重要である。プラスミドおよびAAVベクター
の投与量に対する血液中の残留あるいは尿中への
排出状態を知ることは、検査法の開発のみならず遺
伝子治療の適切な使用と管理にも貢献すると考え
られる。ウイルス系ベクターの成獣への接種（投与）
実験においては、いわゆるカルタヘナ法を念頭にお
いた安全対策が重要であるため、専門知識をもつ諸
氏にはこの場を借りて協力をお願いしたい。
　一方、幹細胞治療やiPS細胞などを使用した細胞
治療の不正利用に関しては、現状においては具体
的な対応策がないのが現実である。これは、ヒトの
スポーツ分野においても同様であり、獣医療の現
場で、個々の獣医師が責任感をもって最新治療の
記録と管理をすることが、結果的に不正利用に対
する抑止的な効果を生むと考えられる。この点で
は、獣医師、馬主、調教師への適切な広報・教育活動
が重要と考えられる。
　遺伝子ドーピングおよび細胞ドーピングに対す
る効果的な対策を構築するためには、個々の研究
所が単独で対応することも重要であるが、共通の
目的をもった機関（競馬統括機関および検査・研究
所）が相互に協力することも必要であろう。この点
で、国際的な共同研究あるいは情報交換は遺伝子
ドーピングおよび細胞ドーピングなどの課題を解
決するうえで効果的と考えられる。

　本稿は、遺伝子ドーピング対策事業などで派遣
されたIFHA遺伝子ドーピング規制小委員会、ま
た、オーストラリア連邦における遺伝子ドーピン
グ関連の調査の概要、同事業の競理研における進
捗状況をまとめたものである（2017年5月現在）。
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はじめに
　近年、ヒトの医療では、異常を示す遺伝子の機能
を人為的に補う遺伝子治療の臨床研究が進んでい
る。遺伝子治療が遺伝性疾患に対して有効な治療
法である一方、運動機能に関わる遺伝子を人為的
に導入する遺伝子ドーピングがスポーツ分野の新
たな脅威となっている。遺伝子ドーピングの懸念
はスポーツ分野のみならず、競馬産業界において
も脅威とされ、2000年代以降、競馬分析化学者お
よび競馬獣医師国際会議（ I n t e r n a t i o n a l  
Conference of Racing Analysts and Veterinarians: 
ICRAV）などの国際会議の場で議題となってきた。
　 2 0 1 6 年 4 月 に国際競馬統括機関連盟
（International  Federat ion of  Horseracing 
Authorities: IFHA）は、生産団体および競馬主催者
に対して遺伝子治療の規制に関する助言を行い、
本治療が不正に行われないよう各団体に参考とな
る戦略やガイドラインを示すことを目的とし、「遺
伝子ドーピング規制小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）」を発足させた。同年10月
に初会合を開催し、次項以降に示すとおり、同委員
会の役割に加え、「生産、競馬及び賭事に関する国
際協約（International Agreement on Breeding, 
Racing, and Wagering: IABRW）」、いわゆるパリ協
約における第6条「馬の生物学的健全性（Biological 
Integrity of the horse）」の改訂案を作成し、禁止薬
物および行為に関する諮問委員会（Advisory 
Council on Equine Prohibited Substances and 
Practices: ACPSP）の承認を得た。さらに、これらの

内容はIFHA執行協議会に上程されており、遺伝子
治療の利用と遺伝子ドーピングの規制という点
で、新たな一歩が記された。
　競馬産業界におけるドーピング規制の新たな潮
流に対応すべく、公益財団法人競走馬理化学研究
所（以下、競理研）は日本中央競馬会馬事部の協力
の下、2017年から日本中央競馬会特別振興事業と
して分析機器の導入も含めた「競走馬の遺伝子
ドーピング及び遺伝的健全性対策事業（以下、遺伝
子ドーピング対策事業）」に着手している。本稿で
は、遺伝子ドーピング規制小委員会の役割、新たな
パリ協約について解説するとともに、他国の遺伝
子ドーピング関連研究の取り組みおよび遺伝子
ドーピング対策事業の進捗について紹介する。

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割
　以下は、新たに決定された遺伝子ドーピング規
制小委員会の役割である。
Term of Reference
To advise racing and breeding authorities on the 
regulation of gene therapies and to assist in the 
formulation of strategies and guidelines to 
prevent the misuse of such therapies.
付託事項
競馬主催者および血統登録機関に対し、遺伝子治
療の規制について助言し、また、そのような治療の
不正利用を防ぐための戦略およびガイドラインの
構築について助言する。

Mission statement
The Mission of the IFHA Gene Doping Control 
Subcommittee is to safeguard the integrity of 
horseracing and the Thoroughbred breed by 
evaluating genetic and cellular therapies with 
respect to potential welfare, safety, performance 
and breeding effects.
ミッションステートメント
IFHA遺伝子ドーピング規制小委員会の使命は、馬
の潜在的な福祉、安全性、パフォーマンスおよび繁
殖に関する遺伝的および細胞的療法を評価するこ
とにより、競馬とサラブレッド種の健全性を守る
ことである。

The primary objectives of the Gene Doping 
Control Subcommittee are to:
遺伝子ドーピング規制小委員会の主な目的は次の
とおりである：
- clearly define ‘gene doping’, ‘gene therapy’, 
‘cellular therapy’ and 'cellular doping'
-遺伝子ドーピング、遺伝子治療、細胞治療、細胞
ドーピングを明確に定義すること
- give consideration to present and future ‘gene 
therapies’ and 'cellular therapies', as required by 
racing and breeding authorities
- 競馬主催者および血統登録機関によって要請さ
れる、現在ならびに将来の遺伝子治療および細胞
治療に関する見解を提供すること
- make clear which genetic and cellular practices 
have no place in horseracing and breeding
- 競馬および生産において、どのような遺伝的ある
いは細胞的操作が問題となるか明確にすること
- provide guidance for the proper control of 
legitimate ‘gene and cellular therapies’
- 合法的な遺伝子治療および細胞治療を適切にコ
ントロールするためのガイドラインを提供するこ
と
- suggest revision to Articles 6, 12 and 13 of the 
International Agreement of Breeding, Racing and 
Wagering, where necessary
- 必要に応じて、パリ協約（IABRW）の第6条、12条
および13条の改訂について助言すること

- recommend systems and policies for the 
detect ion of  gene and ce l lu lar  doping in  
horseracing
- 競馬における遺伝子ドーピングおよび細胞ドー
ピングの検出のためのシステムとポリシーを提言
すること

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割の解説
　IFHA ACPSPに設置された遺伝子ドーピング規
制小委員会は、その名称に「Gene Doping（遺伝子
ドーピング）」が含まれることから、扱う対象とし
て遺伝子導入（人工的に合成した遺伝子を体内に
導入）および核酸医薬品（DNA配列に基づく医薬
品）を対象とする「遺伝子ドーピング」のみが対象
と考えられがちであるが、これだけではなくゲノ
ム編集技術による「受精卵および胚の遺伝情報改
変行為（遺伝的健全性の毀損）」への対応および幹
細胞などで治癒を促進する細胞治療の不正利用で
ある「細胞ドーピング」も検討事項としている。
　遺伝子治療には、その方法にin vivo法（直接法）
およびex vivo法（間接法）があり、in vivo法では核
酸配列を直接的に生体内に投与するが、ex vivo法
では核酸配列を培養細胞などに導入した後に生体
内に細胞ごと移植する1）。後者は、遺伝子治療にお
けるex vivo法と定義されるが、iPS細胞（人工多能
性幹細胞）を作製して体内に移植する細胞治療と
手法が類似し、これらの技術を明確に区分けする
ことの困難さもあり、併せて規制の対象としている。
　このような中、現状で遺伝子ドーピングに関連
する事項は、パリ協約第６条Ａ項の禁止物質にお
いて「直接的あるいは間接的に遺伝子発現に影響
を及ぼすあるいは遺伝子発現を操作する物質
（Agents that directly or indirectly affect or 
manipulate gene expression）」と定義されている。
遺伝子ドーピングに関する危機感が高まってきた
今日、遺伝子ドーピングの根拠として定義された
遺伝子治療という行為を明確にすることは重要で
あり、これは、遺伝子ドーピング規制小委員会の主
要な役割と考えられる。

パリ協約（IABRW）第6条B項の改訂
　以下は、新たにIFHA執行協議会に上程されたパ

リ協約第6条B項である。
Definition of Genetic Therapies
The administration of oligomers or polymers of 
nucleic acid, nucleic acid analogues, genetically 
unmodified or genetically modified cells
遺伝的療法の定義
核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいはポリ
マー、遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の
体内への投与

Control and recording
The Horseracing Authority may, at its discretion, 
allow or disallow racing of horses or their 
offspring after genetic therapy. The owner or 
trainer has the responsibility to inform the 
relevant Horseracing Authority of any intended 
gene therapy to a horse prior to such treatment, 
irrespective of whether it is administered before, 
in or out of training.  The owner or trainer must 
maintain full and accurate records of all such 
therapies ‒ which must be kept for a minimum of 
5 years and be readily available for inspection by 
regulatory officials when requested.
管理と記録
競馬統括機関は、その裁量により、遺伝的な療法後
の馬またはその子孫の競馬への参加を許可または
禁止することができる。馬主または調教師は、調教
前、調教中あるいは調教外に、投与されるかどうか
にかかわらず、そのような治療の前に、任意の意図
された遺伝子治療について、関係する競馬統括機
関に通知する義務を負う。馬主または調教師は、す
べてのそのような治療の完全かつ正確な記録を保
持しなければならない。これらは最低5年間保管
し、要請があれば、規制当局が容易に利用できるよ
うにすべきである。

パリ協約（IABRW）第6条B項案の解説
　今回の改訂により、競走馬への遺伝子治療およ
び細胞治療の定義が初めて明確になったと考えら
れる。つまり、遺伝子治療などは、競走馬の生体内
へ「核酸配列」あるいは「細胞」を投与することであ
ると定義され、これらの不正利用が遺伝子ドーピ

ングおよび細胞ドーピングに相当するという考え
方である。

１）核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいは
ポリマーとは
　新たなパリ協約には「核酸および核酸類似体」と
あるが、核酸とは生物が天然にもつDNAあるいは
RNAを指し、核酸類似体とは天然のDNAあるいは
RNAを修飾して化学的に安定性を強化したDNAあ
るいはRNAの構造類似体（アナログ）である。DNA
あるいはRNA配列は核酸分解酵素（ヌクレアーゼ）
によって分解されやすく、血流中では不安定な物
質である。そのため、核酸配列を医薬品として使用
する際には、構造が安定した核酸類似体を使用す
ることが多い。このような背景から、「核酸および
核酸類似体」が規制の対象となっている。
　「オリゴマーあるいはポリマー」は、核酸配列お
よび核酸類似体配列の塩基長の相違を表す。オリ
ゴマーとポリマーの明確な区切りはないが、一般
にオリゴマーは数十塩基長を、ポリマーは数百か
ら数千塩基長を指し、今回改訂される予定のパリ
協約では、前者は核酸医薬品を、後者は遺伝子治療
薬を意味する。
　つまり、「核酸および核酸類似体のオリゴマーあ
るいはポリマー」とは、核酸医薬品および遺伝子治
療薬を、難解ではあるが一般論として表現した記
述である。

２）上市されている核酸医薬品および遺伝子治療
薬
　現在、核酸医薬品では、アンチセンス医薬として
Vitravene （適応：サイトメガロウイルス性網膜炎）
およびKynamro （適応：ホモ接合型家族性高コレ
ステロール血症）、アプタマー医薬としてMacugen 
（適応：滲出型加齢黄斑変性症）が市販されている。
　アンチセンスとは12－21あるいは20－30塩基
長の1本鎖DNAあるいはRNAであり、アプタマーと
は26－45塩基長の1本鎖DNAあるいはRNAであ
る。これら以外にも、siRNA（2本鎖RNA、20－25塩
基長）、miRNAアンチセンス（1本鎖DNAあるいは
RNA、12－16塩基長）、miRNAミミック（2本鎖
RNA、20－25塩基長）、デコイ（2本鎖DNA、20塩基

程度）、CpGオリゴ（1本鎖DNA、20塩基程度）があ
り、概ね50塩基長までの核酸などで構成される2)。
　遺伝子治療薬は、遺伝子配列を体内に投与して
タンパク質を発現させることを主眼に置いてい
る。一般に遺伝子配列は数百～数千塩基長であり、
体内で遺伝子を発現させるために、遺伝子を発現
させるためのプロモーターやエンハンサー配列な
どを付加したプラスミドやAAVなどのベクターに
組み込む必要があり、これらを合わせると数千塩
基長（ポリマー）となる。ウマにおいては医薬品と
して販売されているものはないが、ヒト用医薬品
としてはGlybera（適応：家族性リポ蛋白質リパー
ゼ欠損症）が2013年に上市されている。

３）遺伝的に未改変あるいは改変された細胞とは
　「遺伝的に未改変あるいは改変された細胞」は、
前者はゲノム配列が改変されていない細胞を、後
者はゲノム編集あるいはウイルスベクターを使用
することでゲノム配列中の塩基が置換、挿入ある
いは欠失している細胞を指す。具体的には、遺伝的
に未改変な細胞とは幹細胞療法に使用される培養
幹細胞を、遺伝的に改変された細胞とは遺伝子治
療におけるex vivo法やiPS細胞などをさす。ex vivo
法では、自己細胞を培養してAAVベクターで外来
遺伝子の導入あるいはレトロウイルスベクターな
どで外来遺伝子をゲノム中に挿入して培養したの
ち、体内に細胞ごと導入する。iPS細胞作製におい
ては、幹細胞化を誘導する鍵となる遺伝子を導入
して人工的に幹細胞化する。
　つまり、「遺伝的に未改変あるいは改変された細
胞」は、幹細胞治療および遺伝子治療などに使用さ
れるあらゆる細胞を指す。

４）管理と記録の重要性
　新たな定義となる「核酸および核酸類似体のオ
リゴマーあるいはポリマー、遺伝的に未改変ある
いは改変された細胞の体内への投与」は、遺伝子を
体内に導入する狭義の意味での遺伝子治療のみで
はなく、様々な最新の生命科学医療を網羅してい
る。
　このように最新の生命科学をベースとした医療
がすべて規制されてしまうと、これまでの臨床研

究が無駄になると考えがちである。しかし、今回の
改訂内容では、これらを競走馬に対する獣医療と
位置づけ、その「管理と記録」がドーピング規制に
なるとしている点は大変興味深い。記録が確実に
実施されることで、遺伝子治療と細胞治療の不正
利用の抑止力となり、ドーピング規制が的確に遂
行されると考えられる。同規定は、競馬の公正確保
のみならず、競走馬の健康と福祉に配慮した規定
となっている点でも意義は大きい。

海外における遺伝子ドーピング規制への取り組み
　2017年4月に、遺伝子ドーピング対策事業にお
ける海外調査の一環で、レーシングオーストラリ
アを訪問し、オーストラリア連邦における遺伝子
ドーピング規制について調査した。
　レーシングオーストラリアでは、2014年頃から
競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に対応
するため、レーシングニューサウスウェールズの
薬物検査部門長のAdam Cawley博士をリーダーと
するプロジェクトチームを発足させ、間接的に遺
伝子ドーピングの有無を判断する馬生体パスポー
ト（Equine Biological Passport）の研究に着手して
いる。また、レーシングオーストラリアは、ウマの
遺伝学研究の第一人者であるシドニー大学の
Natasha Hamilton博士（遺伝子ドーピング規制小
委員会委員）に研究助成し、遺伝子導入法（Gene 
transfer）で体内に投与された外来遺伝子を量的
PCR法で直接的に検出する検査法の開発に取り組
んでいる。特に、オーストラリア連邦では、スポー
ツ分野においても遺伝子ドーピング関連研究が進
んでいる。国立計測研究所（National Measurement 
Institute）のAnna Baoutina博士は、世界ドーピン
グ防止機構（World Anti-Doping Agency: WADA）
から研究助成を受けており、スポーツ分野におけ
る遺伝子ドーピングの検査法を開発している。
Hamilton博士は、Baoutina博士と共同で、既に開発
されているヒトの遺伝子ドーピング検査法を基礎
とし、ウマにおける検査法の開発に着手している。
いつ頃に遺伝子ドーピングの検査を開始するかは
明らかにされていないが、公正な競馬を施行する
観点から、比較的早期に開始するものと思われる。
　このような海外における遺伝子ドーピングに関

する関心の高まりもあり、2018年に開催される
ICRAVでは、遺伝子ドーピングはジョイントセッ
ションのテーマの一つになっている。

日本の遺伝子ドーピング対策に向けた取り組み
　日本においては、競理研が2017年から遺伝子
ドーピング対策事業に取り組んでいる。同事業に
おいては、A）遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全
性関連事項に関する国際動向の調査、B）遺伝子
ドーピングの検出法の開発、C）遺伝的健全性の毀
損に対する取り組みを主要な課題としている。
　A）の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性関連
事項に関する国際動向の調査については、IFHA遺
伝子ドーピング規制小委員会への参加を通じて国
内の薬物規制制度に合致するような遺伝子ドーピ
ングの規制制度などを提案していく予定である。
　B）の遺伝子ドーピングの検出法の開発について
は、レーシングオーストラリア同様に、プラスミド
やAAVなどのベクターを利用した遺伝子導入法
（Gene transfer）に対する検査法の開発に取り組ん
でいる。
　C）の遺伝的健全性の毀損に対する取り組みに
ついては、サラブレッド種の全ゲノム配列を対象
としたDNA多型情報のデータベースを構築するこ

とを目指している。競走馬の遺伝的健全性を担保
するためには、遺伝的に健全なサラブレッド種と
は何かを知る必要があるからである。ウマゲノム
プロジェクト（Horse Genome Project）により、ウマ
の全ゲノム情報は解読されたが、これは「トワイラ
イト」と呼ばれる雌のサラブレッド1頭の情報であ
り、サラブレッド種全体でみれば部分情報に過ぎな
い。これに加え、競理研が検査機関として、独自に全
ゲノム解析およびその情報解析を実施する能力を
持つことは、遺伝的健全性の毀損に対する抑止力と
して意義が大きいと考えられるからである。

特別振興事業によって導入した機器
　競理研では、遺伝子ドーピング対策事業におい
て、遺伝子ドーピングの検出法の開発を進めるた
めに、血漿からのDNA抽出装置（写真1）（他：血液
からのDNA抽出装置）、デジタルPCR装置（写真2）、
複数マーカー対応量的PCR装置（写真3）を、遺伝的
健全性の毀損への対策に必要な分析機器として、
次世代シーケンサー（写真4A）（含：関連機器）およ
びチップスキャン装置（写真4B）、次世代シーケン
サー解析サーバ（写真5）などを導入した。なお、こ
れらの導入機器は、ヒトの遺伝子ドーピング検査
法を開発している国立計測研究所のBaoutina博士

の研究室と概ね同様の分析機器である。
　遺伝子治療（あるいはドーピング）の手法は多種
多様であるが、遺伝子導入法は、ヒトの遺伝子治療
分野で最も進展している手法の一つである。この
手法は、プラスミドやAAVなどのベクターに遺伝
子を組み込み、筋注などにより生体に接種する。こ
の場合、接種されたベクターは、体内の組織中に維
持される一方で、投与部位から徐放的に血流中へ
放出されると考えられる。マカク（サル）を使用し
た投与実験においては、プラスミドあるいはAAV
が、投与後、数日から数週間の範囲で全血あるいは
血漿中から検出されている3)。このため、血漿中か
ら効果的に投与ベクターを抽出するDNA抽出装置
（写真1）、抽出されたDNAから導入された遺伝子
を検出する量的PCR装置（写真3）、そして量的PCR
を実施するうえで欠かせない標準物質の定量に必
要性なデジタルPCR装置（写真2）を導入している。
　なお、予備的な結果ではあるが、既に、血漿中か
ら80～90％の回収率でベクターDNAの抽出、ま
た、検出系（量的PCR）では「５copy/反応」での検出
を可能にしている。今後、体系的な検査法の評価
（バリデーション）は必要であるが、少なくとも現
時点において、遺伝子導入法に対応する検査法の
概念は確立できたと考えている。

今後の対応と課題
　先にも述べたように、生命科学を基軸とした最
新の獣医療は多様であり、パリ協約もその点を踏
まえて、核酸医薬品や遺伝子導入法、細胞療法など
をコントロールするために改訂を意図している。
今回の遺伝子ドーピング対策事業では、遺伝子導
入法を念頭に置いた遺伝子ドーピングの検出法開
発および遺伝的健全性の毀損への対策を目指して
取り組んでいるため、核酸医薬品および細胞治療
（ドーピング）については現状では未対応となって
いる。
　しかし、核酸医薬品については、その大きさが数
十塩基長であることからLC-MS/MSなどの質量分
析装置で分析が可能である。競理研薬物分析部門
に導入された既存の分析関連機器などを使用して
分析法開発の予備調査を検討している。
　また、遺伝子ドーピングの検査法の開発におい

ては、投与された外来遺伝子の体内動態を知るこ
とが重要である。プラスミドおよびAAVベクター
の投与量に対する血液中の残留あるいは尿中への
排出状態を知ることは、検査法の開発のみならず遺
伝子治療の適切な使用と管理にも貢献すると考え
られる。ウイルス系ベクターの成獣への接種（投与）
実験においては、いわゆるカルタヘナ法を念頭にお
いた安全対策が重要であるため、専門知識をもつ諸
氏にはこの場を借りて協力をお願いしたい。
　一方、幹細胞治療やiPS細胞などを使用した細胞
治療の不正利用に関しては、現状においては具体
的な対応策がないのが現実である。これは、ヒトの
スポーツ分野においても同様であり、獣医療の現
場で、個々の獣医師が責任感をもって最新治療の
記録と管理をすることが、結果的に不正利用に対
する抑止的な効果を生むと考えられる。この点で
は、獣医師、馬主、調教師への適切な広報・教育活動
が重要と考えられる。
　遺伝子ドーピングおよび細胞ドーピングに対す
る効果的な対策を構築するためには、個々の研究
所が単独で対応することも重要であるが、共通の
目的をもった機関（競馬統括機関および検査・研究
所）が相互に協力することも必要であろう。この点
で、国際的な共同研究あるいは情報交換は遺伝子
ドーピングおよび細胞ドーピングなどの課題を解
決するうえで効果的と考えられる。

　本稿は、遺伝子ドーピング対策事業などで派遣
されたIFHA遺伝子ドーピング規制小委員会、ま
た、オーストラリア連邦における遺伝子ドーピン
グ関連の調査の概要、同事業の競理研における進
捗状況をまとめたものである（2017年5月現在）。
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はじめに
　近年、ヒトの医療では、異常を示す遺伝子の機能
を人為的に補う遺伝子治療の臨床研究が進んでい
る。遺伝子治療が遺伝性疾患に対して有効な治療
法である一方、運動機能に関わる遺伝子を人為的
に導入する遺伝子ドーピングがスポーツ分野の新
たな脅威となっている。遺伝子ドーピングの懸念
はスポーツ分野のみならず、競馬産業界において
も脅威とされ、2000年代以降、競馬分析化学者お
よび競馬獣医師国際会議（ I n t e r n a t i o n a l  
Conference of Racing Analysts and Veterinarians: 
ICRAV）などの国際会議の場で議題となってきた。
　 2 0 1 6 年 4 月 に国際競馬統括機関連盟
（International  Federat ion of  Horseracing 
Authorities: IFHA）は、生産団体および競馬主催者
に対して遺伝子治療の規制に関する助言を行い、
本治療が不正に行われないよう各団体に参考とな
る戦略やガイドラインを示すことを目的とし、「遺
伝子ドーピング規制小委員会（Gene Doping 
Control Sub-Committee）」を発足させた。同年10月
に初会合を開催し、次項以降に示すとおり、同委員
会の役割に加え、「生産、競馬及び賭事に関する国
際協約（International Agreement on Breeding, 
Racing, and Wagering: IABRW）」、いわゆるパリ協
約における第6条「馬の生物学的健全性（Biological 
Integrity of the horse）」の改訂案を作成し、禁止薬
物および行為に関する諮問委員会（Advisory 
Council on Equine Prohibited Substances and 
Practices: ACPSP）の承認を得た。さらに、これらの

内容はIFHA執行協議会に上程されており、遺伝子
治療の利用と遺伝子ドーピングの規制という点
で、新たな一歩が記された。
　競馬産業界におけるドーピング規制の新たな潮
流に対応すべく、公益財団法人競走馬理化学研究
所（以下、競理研）は日本中央競馬会馬事部の協力
の下、2017年から日本中央競馬会特別振興事業と
して分析機器の導入も含めた「競走馬の遺伝子
ドーピング及び遺伝的健全性対策事業（以下、遺伝
子ドーピング対策事業）」に着手している。本稿で
は、遺伝子ドーピング規制小委員会の役割、新たな
パリ協約について解説するとともに、他国の遺伝
子ドーピング関連研究の取り組みおよび遺伝子
ドーピング対策事業の進捗について紹介する。

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割
　以下は、新たに決定された遺伝子ドーピング規
制小委員会の役割である。
Term of Reference
To advise racing and breeding authorities on the 
regulation of gene therapies and to assist in the 
formulation of strategies and guidelines to 
prevent the misuse of such therapies.
付託事項
競馬主催者および血統登録機関に対し、遺伝子治
療の規制について助言し、また、そのような治療の
不正利用を防ぐための戦略およびガイドラインの
構築について助言する。

Mission statement
The Mission of the IFHA Gene Doping Control 
Subcommittee is to safeguard the integrity of 
horseracing and the Thoroughbred breed by 
evaluating genetic and cellular therapies with 
respect to potential welfare, safety, performance 
and breeding effects.
ミッションステートメント
IFHA遺伝子ドーピング規制小委員会の使命は、馬
の潜在的な福祉、安全性、パフォーマンスおよび繁
殖に関する遺伝的および細胞的療法を評価するこ
とにより、競馬とサラブレッド種の健全性を守る
ことである。

The primary objectives of the Gene Doping 
Control Subcommittee are to:
遺伝子ドーピング規制小委員会の主な目的は次の
とおりである：
- clearly define ‘gene doping’, ‘gene therapy’, 
‘cellular therapy’ and 'cellular doping'
-遺伝子ドーピング、遺伝子治療、細胞治療、細胞
ドーピングを明確に定義すること
- give consideration to present and future ‘gene 
therapies’ and 'cellular therapies', as required by 
racing and breeding authorities
- 競馬主催者および血統登録機関によって要請さ
れる、現在ならびに将来の遺伝子治療および細胞
治療に関する見解を提供すること
- make clear which genetic and cellular practices 
have no place in horseracing and breeding
- 競馬および生産において、どのような遺伝的ある
いは細胞的操作が問題となるか明確にすること
- provide guidance for the proper control of 
legitimate ‘gene and cellular therapies’
- 合法的な遺伝子治療および細胞治療を適切にコ
ントロールするためのガイドラインを提供するこ
と
- suggest revision to Articles 6, 12 and 13 of the 
International Agreement of Breeding, Racing and 
Wagering, where necessary
- 必要に応じて、パリ協約（IABRW）の第6条、12条
および13条の改訂について助言すること

- recommend systems and policies for the 
detect ion of  gene and ce l lu lar  doping in  
horseracing
- 競馬における遺伝子ドーピングおよび細胞ドー
ピングの検出のためのシステムとポリシーを提言
すること

遺伝子ドーピング規制小委員会の役割の解説
　IFHA ACPSPに設置された遺伝子ドーピング規
制小委員会は、その名称に「Gene Doping（遺伝子
ドーピング）」が含まれることから、扱う対象とし
て遺伝子導入（人工的に合成した遺伝子を体内に
導入）および核酸医薬品（DNA配列に基づく医薬
品）を対象とする「遺伝子ドーピング」のみが対象
と考えられがちであるが、これだけではなくゲノ
ム編集技術による「受精卵および胚の遺伝情報改
変行為（遺伝的健全性の毀損）」への対応および幹
細胞などで治癒を促進する細胞治療の不正利用で
ある「細胞ドーピング」も検討事項としている。
　遺伝子治療には、その方法にin vivo法（直接法）
およびex vivo法（間接法）があり、in vivo法では核
酸配列を直接的に生体内に投与するが、ex vivo法
では核酸配列を培養細胞などに導入した後に生体
内に細胞ごと移植する1）。後者は、遺伝子治療にお
けるex vivo法と定義されるが、iPS細胞（人工多能
性幹細胞）を作製して体内に移植する細胞治療と
手法が類似し、これらの技術を明確に区分けする
ことの困難さもあり、併せて規制の対象としている。
　このような中、現状で遺伝子ドーピングに関連
する事項は、パリ協約第６条Ａ項の禁止物質にお
いて「直接的あるいは間接的に遺伝子発現に影響
を及ぼすあるいは遺伝子発現を操作する物質
（Agents that directly or indirectly affect or 
manipulate gene expression）」と定義されている。
遺伝子ドーピングに関する危機感が高まってきた
今日、遺伝子ドーピングの根拠として定義された
遺伝子治療という行為を明確にすることは重要で
あり、これは、遺伝子ドーピング規制小委員会の主
要な役割と考えられる。

パリ協約（IABRW）第6条B項の改訂
　以下は、新たにIFHA執行協議会に上程されたパ

リ協約第6条B項である。
Definition of Genetic Therapies
The administration of oligomers or polymers of 
nucleic acid, nucleic acid analogues, genetically 
unmodified or genetically modified cells
遺伝的療法の定義
核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいはポリ
マー、遺伝的に未改変あるいは改変された細胞の
体内への投与

Control and recording
The Horseracing Authority may, at its discretion, 
allow or disallow racing of horses or their 
offspring after genetic therapy. The owner or 
trainer has the responsibility to inform the 
relevant Horseracing Authority of any intended 
gene therapy to a horse prior to such treatment, 
irrespective of whether it is administered before, 
in or out of training.  The owner or trainer must 
maintain full and accurate records of all such 
therapies ‒ which must be kept for a minimum of 
5 years and be readily available for inspection by 
regulatory officials when requested.
管理と記録
競馬統括機関は、その裁量により、遺伝的な療法後
の馬またはその子孫の競馬への参加を許可または
禁止することができる。馬主または調教師は、調教
前、調教中あるいは調教外に、投与されるかどうか
にかかわらず、そのような治療の前に、任意の意図
された遺伝子治療について、関係する競馬統括機
関に通知する義務を負う。馬主または調教師は、す
べてのそのような治療の完全かつ正確な記録を保
持しなければならない。これらは最低5年間保管
し、要請があれば、規制当局が容易に利用できるよ
うにすべきである。

パリ協約（IABRW）第6条B項案の解説
　今回の改訂により、競走馬への遺伝子治療およ
び細胞治療の定義が初めて明確になったと考えら
れる。つまり、遺伝子治療などは、競走馬の生体内
へ「核酸配列」あるいは「細胞」を投与することであ
ると定義され、これらの不正利用が遺伝子ドーピ

ングおよび細胞ドーピングに相当するという考え
方である。

１）核酸および核酸類似体のオリゴマーあるいは
ポリマーとは
　新たなパリ協約には「核酸および核酸類似体」と
あるが、核酸とは生物が天然にもつDNAあるいは
RNAを指し、核酸類似体とは天然のDNAあるいは
RNAを修飾して化学的に安定性を強化したDNAあ
るいはRNAの構造類似体（アナログ）である。DNA
あるいはRNA配列は核酸分解酵素（ヌクレアーゼ）
によって分解されやすく、血流中では不安定な物
質である。そのため、核酸配列を医薬品として使用
する際には、構造が安定した核酸類似体を使用す
ることが多い。このような背景から、「核酸および
核酸類似体」が規制の対象となっている。
　「オリゴマーあるいはポリマー」は、核酸配列お
よび核酸類似体配列の塩基長の相違を表す。オリ
ゴマーとポリマーの明確な区切りはないが、一般
にオリゴマーは数十塩基長を、ポリマーは数百か
ら数千塩基長を指し、今回改訂される予定のパリ
協約では、前者は核酸医薬品を、後者は遺伝子治療
薬を意味する。
　つまり、「核酸および核酸類似体のオリゴマーあ
るいはポリマー」とは、核酸医薬品および遺伝子治
療薬を、難解ではあるが一般論として表現した記
述である。

２）上市されている核酸医薬品および遺伝子治療
薬
　現在、核酸医薬品では、アンチセンス医薬として
Vitravene （適応：サイトメガロウイルス性網膜炎）
およびKynamro （適応：ホモ接合型家族性高コレ
ステロール血症）、アプタマー医薬としてMacugen 
（適応：滲出型加齢黄斑変性症）が市販されている。
　アンチセンスとは12－21あるいは20－30塩基
長の1本鎖DNAあるいはRNAであり、アプタマーと
は26－45塩基長の1本鎖DNAあるいはRNAであ
る。これら以外にも、siRNA（2本鎖RNA、20－25塩
基長）、miRNAアンチセンス（1本鎖DNAあるいは
RNA、12－16塩基長）、miRNAミミック（2本鎖
RNA、20－25塩基長）、デコイ（2本鎖DNA、20塩基

程度）、CpGオリゴ（1本鎖DNA、20塩基程度）があ
り、概ね50塩基長までの核酸などで構成される2)。
　遺伝子治療薬は、遺伝子配列を体内に投与して
タンパク質を発現させることを主眼に置いてい
る。一般に遺伝子配列は数百～数千塩基長であり、
体内で遺伝子を発現させるために、遺伝子を発現
させるためのプロモーターやエンハンサー配列な
どを付加したプラスミドやAAVなどのベクターに
組み込む必要があり、これらを合わせると数千塩
基長（ポリマー）となる。ウマにおいては医薬品と
して販売されているものはないが、ヒト用医薬品
としてはGlybera（適応：家族性リポ蛋白質リパー
ゼ欠損症）が2013年に上市されている。

３）遺伝的に未改変あるいは改変された細胞とは
　「遺伝的に未改変あるいは改変された細胞」は、
前者はゲノム配列が改変されていない細胞を、後
者はゲノム編集あるいはウイルスベクターを使用
することでゲノム配列中の塩基が置換、挿入ある
いは欠失している細胞を指す。具体的には、遺伝的
に未改変な細胞とは幹細胞療法に使用される培養
幹細胞を、遺伝的に改変された細胞とは遺伝子治
療におけるex vivo法やiPS細胞などをさす。ex vivo
法では、自己細胞を培養してAAVベクターで外来
遺伝子の導入あるいはレトロウイルスベクターな
どで外来遺伝子をゲノム中に挿入して培養したの
ち、体内に細胞ごと導入する。iPS細胞作製におい
ては、幹細胞化を誘導する鍵となる遺伝子を導入
して人工的に幹細胞化する。
　つまり、「遺伝的に未改変あるいは改変された細
胞」は、幹細胞治療および遺伝子治療などに使用さ
れるあらゆる細胞を指す。

４）管理と記録の重要性
　新たな定義となる「核酸および核酸類似体のオ
リゴマーあるいはポリマー、遺伝的に未改変ある
いは改変された細胞の体内への投与」は、遺伝子を
体内に導入する狭義の意味での遺伝子治療のみで
はなく、様々な最新の生命科学医療を網羅してい
る。
　このように最新の生命科学をベースとした医療
がすべて規制されてしまうと、これまでの臨床研

究が無駄になると考えがちである。しかし、今回の
改訂内容では、これらを競走馬に対する獣医療と
位置づけ、その「管理と記録」がドーピング規制に
なるとしている点は大変興味深い。記録が確実に
実施されることで、遺伝子治療と細胞治療の不正
利用の抑止力となり、ドーピング規制が的確に遂
行されると考えられる。同規定は、競馬の公正確保
のみならず、競走馬の健康と福祉に配慮した規定
となっている点でも意義は大きい。

海外における遺伝子ドーピング規制への取り組み
　2017年4月に、遺伝子ドーピング対策事業にお
ける海外調査の一環で、レーシングオーストラリ
アを訪問し、オーストラリア連邦における遺伝子
ドーピング規制について調査した。
　レーシングオーストラリアでは、2014年頃から
競馬産業界における遺伝子ドーピング問題に対応
するため、レーシングニューサウスウェールズの
薬物検査部門長のAdam Cawley博士をリーダーと
するプロジェクトチームを発足させ、間接的に遺
伝子ドーピングの有無を判断する馬生体パスポー
ト（Equine Biological Passport）の研究に着手して
いる。また、レーシングオーストラリアは、ウマの
遺伝学研究の第一人者であるシドニー大学の
Natasha Hamilton博士（遺伝子ドーピング規制小
委員会委員）に研究助成し、遺伝子導入法（Gene 
transfer）で体内に投与された外来遺伝子を量的
PCR法で直接的に検出する検査法の開発に取り組
んでいる。特に、オーストラリア連邦では、スポー
ツ分野においても遺伝子ドーピング関連研究が進
んでいる。国立計測研究所（National Measurement 
Institute）のAnna Baoutina博士は、世界ドーピン
グ防止機構（World Anti-Doping Agency: WADA）
から研究助成を受けており、スポーツ分野におけ
る遺伝子ドーピングの検査法を開発している。
Hamilton博士は、Baoutina博士と共同で、既に開発
されているヒトの遺伝子ドーピング検査法を基礎
とし、ウマにおける検査法の開発に着手している。
いつ頃に遺伝子ドーピングの検査を開始するかは
明らかにされていないが、公正な競馬を施行する
観点から、比較的早期に開始するものと思われる。
　このような海外における遺伝子ドーピングに関

する関心の高まりもあり、2018年に開催される
ICRAVでは、遺伝子ドーピングはジョイントセッ
ションのテーマの一つになっている。

日本の遺伝子ドーピング対策に向けた取り組み
　日本においては、競理研が2017年から遺伝子
ドーピング対策事業に取り組んでいる。同事業に
おいては、A）遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全
性関連事項に関する国際動向の調査、B）遺伝子
ドーピングの検出法の開発、C）遺伝的健全性の毀
損に対する取り組みを主要な課題としている。
　A）の遺伝子ドーピングおよび遺伝的健全性関連
事項に関する国際動向の調査については、IFHA遺
伝子ドーピング規制小委員会への参加を通じて国
内の薬物規制制度に合致するような遺伝子ドーピ
ングの規制制度などを提案していく予定である。
　B）の遺伝子ドーピングの検出法の開発について
は、レーシングオーストラリア同様に、プラスミド
やAAVなどのベクターを利用した遺伝子導入法
（Gene transfer）に対する検査法の開発に取り組ん
でいる。
　C）の遺伝的健全性の毀損に対する取り組みに
ついては、サラブレッド種の全ゲノム配列を対象
としたDNA多型情報のデータベースを構築するこ

とを目指している。競走馬の遺伝的健全性を担保
するためには、遺伝的に健全なサラブレッド種と
は何かを知る必要があるからである。ウマゲノム
プロジェクト（Horse Genome Project）により、ウマ
の全ゲノム情報は解読されたが、これは「トワイラ
イト」と呼ばれる雌のサラブレッド1頭の情報であ
り、サラブレッド種全体でみれば部分情報に過ぎな
い。これに加え、競理研が検査機関として、独自に全
ゲノム解析およびその情報解析を実施する能力を
持つことは、遺伝的健全性の毀損に対する抑止力と
して意義が大きいと考えられるからである。

特別振興事業によって導入した機器
　競理研では、遺伝子ドーピング対策事業におい
て、遺伝子ドーピングの検出法の開発を進めるた
めに、血漿からのDNA抽出装置（写真1）（他：血液
からのDNA抽出装置）、デジタルPCR装置（写真2）、
複数マーカー対応量的PCR装置（写真3）を、遺伝的
健全性の毀損への対策に必要な分析機器として、
次世代シーケンサー（写真4A）（含：関連機器）およ
びチップスキャン装置（写真4B）、次世代シーケン
サー解析サーバ（写真5）などを導入した。なお、こ
れらの導入機器は、ヒトの遺伝子ドーピング検査
法を開発している国立計測研究所のBaoutina博士

の研究室と概ね同様の分析機器である。
　遺伝子治療（あるいはドーピング）の手法は多種
多様であるが、遺伝子導入法は、ヒトの遺伝子治療
分野で最も進展している手法の一つである。この
手法は、プラスミドやAAVなどのベクターに遺伝
子を組み込み、筋注などにより生体に接種する。こ
の場合、接種されたベクターは、体内の組織中に維
持される一方で、投与部位から徐放的に血流中へ
放出されると考えられる。マカク（サル）を使用し
た投与実験においては、プラスミドあるいはAAV
が、投与後、数日から数週間の範囲で全血あるいは
血漿中から検出されている3)。このため、血漿中か
ら効果的に投与ベクターを抽出するDNA抽出装置
（写真1）、抽出されたDNAから導入された遺伝子
を検出する量的PCR装置（写真3）、そして量的PCR
を実施するうえで欠かせない標準物質の定量に必
要性なデジタルPCR装置（写真2）を導入している。
　なお、予備的な結果ではあるが、既に、血漿中か
ら80～90％の回収率でベクターDNAの抽出、ま
た、検出系（量的PCR）では「５copy/反応」での検出
を可能にしている。今後、体系的な検査法の評価
（バリデーション）は必要であるが、少なくとも現
時点において、遺伝子導入法に対応する検査法の
概念は確立できたと考えている。

今後の対応と課題
　先にも述べたように、生命科学を基軸とした最
新の獣医療は多様であり、パリ協約もその点を踏
まえて、核酸医薬品や遺伝子導入法、細胞療法など
をコントロールするために改訂を意図している。
今回の遺伝子ドーピング対策事業では、遺伝子導
入法を念頭に置いた遺伝子ドーピングの検出法開
発および遺伝的健全性の毀損への対策を目指して
取り組んでいるため、核酸医薬品および細胞治療
（ドーピング）については現状では未対応となって
いる。
　しかし、核酸医薬品については、その大きさが数
十塩基長であることからLC-MS/MSなどの質量分
析装置で分析が可能である。競理研薬物分析部門
に導入された既存の分析関連機器などを使用して
分析法開発の予備調査を検討している。
　また、遺伝子ドーピングの検査法の開発におい

ては、投与された外来遺伝子の体内動態を知るこ
とが重要である。プラスミドおよびAAVベクター
の投与量に対する血液中の残留あるいは尿中への
排出状態を知ることは、検査法の開発のみならず遺
伝子治療の適切な使用と管理にも貢献すると考え
られる。ウイルス系ベクターの成獣への接種（投与）
実験においては、いわゆるカルタヘナ法を念頭にお
いた安全対策が重要であるため、専門知識をもつ諸
氏にはこの場を借りて協力をお願いしたい。
　一方、幹細胞治療やiPS細胞などを使用した細胞
治療の不正利用に関しては、現状においては具体
的な対応策がないのが現実である。これは、ヒトの
スポーツ分野においても同様であり、獣医療の現
場で、個々の獣医師が責任感をもって最新治療の
記録と管理をすることが、結果的に不正利用に対
する抑止的な効果を生むと考えられる。この点で
は、獣医師、馬主、調教師への適切な広報・教育活動
が重要と考えられる。
　遺伝子ドーピングおよび細胞ドーピングに対す
る効果的な対策を構築するためには、個々の研究
所が単独で対応することも重要であるが、共通の
目的をもった機関（競馬統括機関および検査・研究
所）が相互に協力することも必要であろう。この点
で、国際的な共同研究あるいは情報交換は遺伝子
ドーピングおよび細胞ドーピングなどの課題を解
決するうえで効果的と考えられる。

　本稿は、遺伝子ドーピング対策事業などで派遣
されたIFHA遺伝子ドーピング規制小委員会、ま
た、オーストラリア連邦における遺伝子ドーピン
グ関連の調査の概要、同事業の競理研における進
捗状況をまとめたものである（2017年5月現在）。
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な腱損傷の治療法や予防法を新たに発見できる可
能性が示唆されていることから、多くの研究や調
査が実施されている。そうした経緯があるため、本
シンポジウムには腱・靱帯に関する世界トップク
ラスの研究者や臨床医師が参加し、今後の研究や
臨床医学のトレンドを左右する重要なシンポジウ
ムであると認識されている。
　本シンポジウムのように腱・靱帯のみに焦点を
絞り、様々な観点からその病態を議論する学会は、
国内外においてほとんど存在しないため、我々に
とってもISTSは腱・靱帯疾患に関する研究の最前
線に触れることができる貴重な学会である。
　第4回となる本シンポジウムの参加者は100名
程度であった(図3)。本シンポジウムには、私の恩
師であり、ウマ臨床獣医師および研究者として高
名なRoger, Smith.教授(Royal Veterinary College: 
英国王立獣医大学)も参加されていたことから、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法に関

して、意見交換をすることができた(図4)。また、ウ
マの再生医療に関しても、最新情報や互いの成果
などを幅広く情報共有することができたため、非
常に有益であった。
　本シンポジウムの総講演数は77題であり、招聘
研究者による講演が5題、口頭発表が31題、ポス
ター発表が41題であった。発表演題の多くはヒト
医学を対象にした研究調査であるが、基礎的な内
容はウマにも共通するところがあった。また、臨床
的な内容であっても、診断装置や検査環境を整え
ることによって競走馬臨床に応用が期待できる発
表があり、演者と具体的な使用方法や利点につい
て意見交換が可能であった(図5)。発表演題以外に
も全員参加型のグループディスカッションが開催
され、研究者間において多数の意見が混在するト
ピックについて意見交換がなされた。今回は、腱症
のバイオマーカー候補の策定や効果的なリハビリ
テーション方法の実施方法が検討課題であり、各
分野の専門家が司会となって、参加者それぞれの
意見を取りまとめ、今後の指針作製に役立てるよ
うであった。

　以下に我々の発表演題について要旨を記載す
る。

○腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼ
ラチンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製
と移植法の検討
笠嶋快周1)・田村周久1)・琴寄泰光1)・福田健太郎1)・黒
田泰輔1)・田畑泰彦2)

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所
　【最初に】近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法とし
て間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めて
いる。しかし、実験小動物で報告された移植治療の
有用性は大動物では再現に至らないことが多い。
そこで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシ
ングルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞
活性の増強が期待できる細胞凝集体として移植す
る方法について検討を始めた。
　【材料と方法】4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。
　【結果】凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、
従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。
　【考察】本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。
　腱損傷に対する再生医療では、骨髄や脂肪組織
から分離した間葉系幹細胞を直接、損傷部局所に
移植する方法が用いられている。我々の研究では
移植した幹細胞が移植後早期に消失していること
がわかってきた。そこで、移植した幹細胞が少しで
も局所に留まり、腱組織に定着する方法の一つと
して幹細胞を凝集体として移植する方法について
検討を始めたところである。本発表では、移植可能
な凝集体の大きさの検討や移植後短期間の細胞の
動向について報告した。

　ポスター前ではオーストラリアの臨床医師から
移植法や研究内容について質問とアドバイスを受
け、情報交換ができたことは喜ばしいことであっ
た。

（笠嶋快周）

○ウマ浅屈腱内の新生血管はその後の腱損傷と関
連するのか？
田村周久1)・吉原英留2)・小平和道3)・黒田泰輔1)・福田
健太郎1)・笠嶋快周1)

1)JRA競走馬総合研究所・2)JRA栗東トレーニング・
センター・3)JRA美浦トレーニング・センター　　
　【最初に】超音波パワードップラー検査によって
描出される新生血管の増加は、tendinopathyの病
態または無症候性の病態であっても観察される
が、腱内の新生血管の明確な役割については議論
の余地がある。腱内の新生血管が腱断裂などの不
利な結果の予測因子になり得るかどうかを調査し
た報告は少ない。本調査における我々の目的は、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屈腱を用いて、新生血管が
認められた症例と認められなかった症例の浅屈腱
炎発症率を比較すること、および、調査開始後から
初めての出走までの期間の長短がその後の浅屈腱
炎の発症リスクに与える影響を検討することであ
る。
　【材料と方法】調査開始時に腱損傷を発症してい
ないサラブレッド種競走馬98頭を用いた前向き
コホート研究を実施した。浅屈腱における新生血
管の存在は、超音波パワードップラー検査による
陽性血流信号で規定した。調査開始後の浅屈腱炎
は獣医師による超音波検査を用いた診断にて規定
した。調査開始時から次の出走までの期間は公式
記録を用いて計算した。浅屈腱炎のハザードの比
を比較するハザード率はコックス比例ハザード回
帰法を用いて解析した。
　【結果】血管陽性頭数は43頭(43.9％)であった。
血管陰性症例の重篤な腱損傷の発生率は2.50 
injuries/100 horse-monthsであり、血管陽性症例
の腱損傷のハザードは有意に高かった(HR 2.38, 
95%CI 1.15-5.20, P=0.023)。血管陽性症例群にお
けるサブグループ解析において、調査開始後から

100日未満に出走した症例の腱損傷発症率は4.37 
injuries/100 horse-monthsであり、調査開始後か
ら100日経過後に出走した症例の腱損傷のハザー
ドは有意に低かった(HR0.316, 0.073-0.950, 
P=0.039)。
　【考察】腱内の新生血管の存在と、その後の浅屈
腱炎の発症には正の関係があることが示された。
また、血管陽性症例群では、浅屈腱炎の発症と次の
出走までの期間には逆の関係があった。本研究の
結果、腱内における新生血管の増加は、腱損傷の重
要な予後因子であることが示唆され、適切な休養
期間を設けることによって、そのリスクを減少で
きる可能性が考えられた。
　本ポスター発表後、超音波パワードップラー検
査を実施する上で、技術的に注意すべき点に関し
てSmith教授と意見交換することができた。Smith
教授らもウマの浅屈腱内に観察される血管に注目
して損傷腱組織の修復を評価する試みをされてい
るようであり、腱内血管が炎症の存在を示す一つ
の指標になり得ることに関して意見が一致した。
また、Smith教授からは、(非侵襲的な超音波パワー
ドップラー検査を利用することで、)わずかな異常
を早期に発見できたことは、運動強度の低減など
の対策を実施することで浅屈腱炎の発症や重篤化
を予防できる可能性があるため、更なる調査が楽
しみだという旨のコメントを頂き、研究内容を評
価して頂いた。

（田村周久）

　近年、腱構造（線維配列）の定量化のための信頼
できる診断方法として注目を集めている
Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）を紹介
するとともに、UTCを用いた研究演題についてそ
の概要を記す。
　UTCは一般的な超音波装置のプローブを専用の
アタッチメントに装着して、一定のスピードで遠
位方向に進め、連続した横断画像を得る。解析は、
連続した横断画像を三次元的に再構築し、腱線維
配列の状態をエコータイプI～IVの４段階の色調
を用いて評価する。青色はかなり良好、緑色は良
好、赤色は注意、黒色は危険な状態であることを示
している（図6）。

　本シンポジウムではUTCの企業出展があったた
め、担当者にウマへのUTCの応用に関して質問し
たところ、UTCは開発段階においてウマの腱組織
を多く用いて実験していたため、問題なく測定で
きるとのことであった。実際に、既にアメリカにお
いてウマへの臨床応用が進みつつあり、実績もあ
るようであった。こうしたヒト医療での研究報告
やウマ獣医療における販売業者の情報をふまえる
と、本会内においては、競走馬総合研究所常磐支所
における浅屈腱炎発症例に対するリハビリテー
ション業務や両トレーニング・センターにおける
現役競走馬に対する浅屈腱炎発症の予防につなが
る可能性が考えられる。しかし、その一方で前述の
Smith教授によると、ウマではUTCの検査所見と実
際の腱損傷の程度が一致しない事例もあるとのこ
とであり、不明な点も多く残っている。特に本会が
対象としているサラブレッド種競走馬は、一般的
な乗馬や欧米で多い愛玩用のウマとは異なり、非
常に高い腱組織強度が求められるので、競走馬臨
床におけるUTCの利用価値に関しては、更なる調
査が必要である。

○健常な腱の構造はどのように見えるのか？アキ
レス腱の組織特性の新たな洞察
E, Wezenbeek. ら (Department of Rehabilitation 
Sciences and Physiotherapy, Ghent University, 
Ghent, Belgium)
　近年、Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）
が、腱構造の定量化のための信頼できる方法とし
て導入された。 UTCの使用に関する報告が増えて
いるにもかかわらず、活動的な青年に基準となる
データがないことは注目に値する。したがって、本
研究の目的は、アキレス腱の基準値をUTCで定量
化して提供することであった。

　アキレス腱傷害の既往歴のない理学療法専攻の
学生70人（男性26人、女性44人）のアキレス腱を
UTCで走査して腱構造の特徴について考察した結
果、本研究では活動的で健常な青年のアキレス腱
が、中位でエコータイプIが54.6％、エコータイプII
が42.8％、エコータイプIIIが2.2％、エコータイプ
IVが0.3％であることを示した。腱の骨への移行部
と腱の中位の比較では、移行部にエコータイプII
が多くみられた（p <0.001）。さらに、女性は男性と
比較して、移行部と腱の中位の両部位で有意に多
くのエコータイプIIが観察された（それぞれp = 
0.004およびp = 0.003）。
　近年、ウマの腱損傷の早期診断に対するUTCの
応用が注目されている。UTCでは腱線維の配列性
をエコータイプI～IVの４段階で評価する。本研究
の成績から、健常人であっても性別や腱の部位に
よってUTCエコーパターンが異なることが明らか
となったことから、ウマへの応用を考える際にも、
年齢、性別、腱の部位などの基本的なエコータイプ
について検討する必要性があると思われた。

○バレーボール選手における7週間の運動負荷に
対する膝蓋腱構造の変化
LM Rabelloら(Department of Sports Medicine, 
University of Groningen, Groningen, University 
Medical Center Groningen, The Netherlands)
　内容要約：膝蓋腱症はバレーボールなどジャン
プ動作を伴うスポーツ選手に多く発生が認められ
る。膝蓋腱症に関連するリスク要因は様々である
が、運動量が一つの要因として考えられている。本
調査の目的は運動量と膝蓋腱構造の変化に関して
調査することである。その方法として、17名の男
性バレーボール選手を対象として、運動量と腱組
織構造の変化の関係を測定した。その結果、運動量
が多い程、腱組織の状態が悪化することが分かっ
たが、その悪化する理由に関しては更なる調査が
必要とされた。
　本調査はバレーボール選手を対象として、運動
量と腱組織の状態変化の関係を明らかにすること
を目的として実施された調査である。運動量とい
うあいまいな要素をできるだけ細分化するため
に、演者らは運動量を期間、強度、負荷量および

ジャンプ回数の4項目に分けて記録した。また、腱
組織の状態を評価する方法として、Ultrasound 
Tissue Characterization (UTC)という新しい超音
波技術を用いた。
　UTCは腱組織中の腱線維配列を評価する検査装
置であり、近年、一般販売された。超音波技術を用
いているため、非侵襲的な検査が可能である。専用
のアタッチメントを用いて、対象腱の横断画像を
連続的に記録し、内蔵ソフトウェアでそれらを3
次元的に再構築する(図6)。その3次元画像を用い
て腱線維配列を解析し、異常が認められた部位を
赤色で表示することによって、腱組織の損傷程度
を視覚的に評価できる。MRIと比較すると機器本
体の価格が低く、検査時間が短いことから、欧米の
ヒト整形医学領域において普及が進んでいるよう
である。近年では、特にトップアスリートを対象と
した調査が数多く報告されている。UTCには様々
な利用方法があり、本演題のように腱組織への負
荷と線維配列の変化を観察するといった基礎的な
研究内容の他に、重篤な腱損傷を既に発症してし
まったアスリートが競技復帰を目指す際に、適切
なリハビリテーション強度を決定するための参考
として用いられることもある。また、腱損傷を発症
していないアスリート(例として、プロのアメフト
チームやオランダのナショナル体操チームが挙げ
られていた)に対しては、重篤な腱損傷の発症を予
防する指標として用いられており、UTCをシーズ
ン前から定期的に実施し、異常所見が認められた
場合は運動レベルを引き下げ、異常所見が消失す
れば再び強度を引き上げるとのことであった。こ
うした取り組みによって、アキレス腱断裂など選
手生命に関わる疾病が減少したと報告されてい
る。

○アキレス腱症の患者に対する足底筋切除とアキ
レス腱のスクレイピングは疼痛減少と腱組織構造
の改善に有効である
Lorenzo Masciら(Pure Sports Medicine, London, 
United Kingdom)
　内容要約：近年、アキレス腱症を発症する重要な
原因の一つとして足底筋腱の関与が報告されてい
る。本調査の目的は足底筋腱とアキレス腱症の関

係を明らかにすることである。その方法として、足
底筋腱の関与が疑われているアキレス腱症の患者
18人に対して、足底筋切除とアキレス腱のスクレ
イピングを実施した。手術前後の症状を比較する
ために、患者の自己申告による痛みの点数化と
UTC検査が実施された。結果として、手術を受けた
全ての患者がその治療に満足し、18人中16人は損
傷前の状態に近づいた。今後、大規模かつ長期間に
わたる調査を実施する必要がある。
　本演題で発表されているスクレイピングという
手術法は、腱症に対する治療法の一つとして注目
されている。腱症の病態において認められる腱周
囲の過剰な血管や神経を除去する手術であり、腱
内部にメスを入れるわけではないため、手術によ
る侵襲が比較的小さい。本発表において、スクレイ
ピングには腱の除痛効果および、腱線維配列の整
列化を促す効果があることが明らかとなった。
　本手術法のウマでの応用はまだ報告されていな
い。競走馬に発生する浅屈腱炎では腱内部に極め
て著しい腱変性が生じるため、本法のように腱周
囲の余剰組織のみを取り除くことによって得られ
る治療効果は少ないかもしれない。
　本演題では治療効果を評価するために患者が感

じる痛みの点数化とUTCによる腱線維配列の検査
が用いられている。痛みの点数化は、症状を推し量
る方法として整形外科領域において多用されてい
るが、患者個人の主観的な評価になるために信頼
性が低い場合がある。また、ウマを対象とした場
合、痛みの区分をヒト同様に細分化することは困
難である。治療効果を客観的に評価するために、ヒ
ト腱組織に対してバイオプシーを実施し、組織病
理学的な検査を実施することがあるが、対象がア
スリートの場合は、腱組織に対する侵襲が高いた
めに実施は困難である。そうした理由があるため、
近年では組織病理検査の代替評価法として非侵襲
的なUTCが用いられる報告が多い。過去の報告で
は、UTCの所見と病理学的な検査所見がよく一致
していたことから、客観的な評価方法として利用
価値が高いとされている。本会においても、競走馬
に対して腱バイオプシーを実施することは著しく
困難であり、非侵襲的な方法による評価が必要と
されている。既に導入されている腱の組織構造を
精緻に評価できるMRIと腱の線維配列を評価でき
るUTCを組み合わせて利用することによって、従
来よりも詳細な客観的評価が可能になると考えら
れる。

海 外 報 告

競走馬総合研究所　臨床医学研究室　笠嶋快周・田村周久

　平成28年10月19日から10月26日まで南アフリ
カ共和国ケープタウンで開催された第4回国際腱
症シンポジウム( In t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加し、馬の再生医
療に関する研究から得られた成績の一部を発表し
ました。本稿では、このシンポジウムの概要と参加
して得られた腱・靱帯の治療に関する最新の知見
について紹介致します。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、南ア
フリカ共和国のケープタウンで開催されました
(図1)。ケープタウンは南アフリカ共和国の経済を
支える拠点として発展しており、2010年のサッ
カーワールドカップ開催に伴うインフラ整備や、
テーブルマウンテンなどの自然環境が国立公園と
して保全されていることから、南アフリカ共和国
の中でも観光客が比較的多く、国際的な学会や展
示会なども多く開催されている。

　本シンポジウムの会場となったSports Science 
Institute of South Africaはケープタウン総合大学
の組織の一つであり、150名を収容できる大会議
場とともにプールやトレーニングルームなどのジ
ムが備わっている施設であった(図2)。この施設で
は大学教員や学生らによって、腱・靱帯疾患を含め
たスポーツ傷害に対する適切なリハビリテーショ
ン法や傷害予防を目的とした運動解析など、ス
ポーツ医学に関する研究調査が実施されていた。

学会概要
　ISTSは、腱・靱帯に関する専門分野に特化した研
究者や整形外科医学に携わる臨床医師や獣医師が
参加しており、最新の研究内容や臨床成績を互い
に発表し、情報交換することを目的とした国際シ
ンポジウムである。本シンポジウムの名称に含ま
れているTendinopathy(腱症)という病態は、従来
の腱損傷に対する考え方とは異なる比較的新しい
腱疾患の概念であり、本学会を発起した研究者ら
によって提唱されたものである。そのため本シン
ポジウムは、整形外科に関する学会としては歴史
が浅く、2010年に初めて開催されて以来、今回で
まだ4回目(隔年開催)である。しかしながら現在で
は、Tendinopathyという病態が幅広く受け入れら
れており、この病態を解明することによって重篤

図1
ケープタウンは南アフリカ共和国の南西部に位置する。会場で
あるSports Science Institute of South Africaはケープタウン大
学の施設である。

図2
(左) Sports Science Institute of South Africa内部の学会会場　
(右)同施設にはプール付きのジムが併設されている。

International Scientific Tendinopathy Symposium
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な腱損傷の治療法や予防法を新たに発見できる可
能性が示唆されていることから、多くの研究や調
査が実施されている。そうした経緯があるため、本
シンポジウムには腱・靱帯に関する世界トップク
ラスの研究者や臨床医師が参加し、今後の研究や
臨床医学のトレンドを左右する重要なシンポジウ
ムであると認識されている。
　本シンポジウムのように腱・靱帯のみに焦点を
絞り、様々な観点からその病態を議論する学会は、
国内外においてほとんど存在しないため、我々に
とってもISTSは腱・靱帯疾患に関する研究の最前
線に触れることができる貴重な学会である。
　第4回となる本シンポジウムの参加者は100名
程度であった(図3)。本シンポジウムには、私の恩
師であり、ウマ臨床獣医師および研究者として高
名なRoger, Smith.教授(Royal Veterinary College: 
英国王立獣医大学)も参加されていたことから、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法に関

して、意見交換をすることができた(図4)。また、ウ
マの再生医療に関しても、最新情報や互いの成果
などを幅広く情報共有することができたため、非
常に有益であった。
　本シンポジウムの総講演数は77題であり、招聘
研究者による講演が5題、口頭発表が31題、ポス
ター発表が41題であった。発表演題の多くはヒト
医学を対象にした研究調査であるが、基礎的な内
容はウマにも共通するところがあった。また、臨床
的な内容であっても、診断装置や検査環境を整え
ることによって競走馬臨床に応用が期待できる発
表があり、演者と具体的な使用方法や利点につい
て意見交換が可能であった(図5)。発表演題以外に
も全員参加型のグループディスカッションが開催
され、研究者間において多数の意見が混在するト
ピックについて意見交換がなされた。今回は、腱症
のバイオマーカー候補の策定や効果的なリハビリ
テーション方法の実施方法が検討課題であり、各
分野の専門家が司会となって、参加者それぞれの
意見を取りまとめ、今後の指針作製に役立てるよ
うであった。

　以下に我々の発表演題について要旨を記載す
る。

○腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼ
ラチンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製
と移植法の検討
笠嶋快周1)・田村周久1)・琴寄泰光1)・福田健太郎1)・黒
田泰輔1)・田畑泰彦2)

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所
　【最初に】近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法とし
て間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めて
いる。しかし、実験小動物で報告された移植治療の
有用性は大動物では再現に至らないことが多い。
そこで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシ
ングルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞
活性の増強が期待できる細胞凝集体として移植す
る方法について検討を始めた。
　【材料と方法】4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。
　【結果】凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、
従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。
　【考察】本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。
　腱損傷に対する再生医療では、骨髄や脂肪組織
から分離した間葉系幹細胞を直接、損傷部局所に
移植する方法が用いられている。我々の研究では
移植した幹細胞が移植後早期に消失していること
がわかってきた。そこで、移植した幹細胞が少しで
も局所に留まり、腱組織に定着する方法の一つと
して幹細胞を凝集体として移植する方法について
検討を始めたところである。本発表では、移植可能
な凝集体の大きさの検討や移植後短期間の細胞の
動向について報告した。

　ポスター前ではオーストラリアの臨床医師から
移植法や研究内容について質問とアドバイスを受
け、情報交換ができたことは喜ばしいことであっ
た。

（笠嶋快周）

○ウマ浅屈腱内の新生血管はその後の腱損傷と関
連するのか？
田村周久1)・吉原英留2)・小平和道3)・黒田泰輔1)・福田
健太郎1)・笠嶋快周1)

1)JRA競走馬総合研究所・2)JRA栗東トレーニング・
センター・3)JRA美浦トレーニング・センター　　
　【最初に】超音波パワードップラー検査によって
描出される新生血管の増加は、tendinopathyの病
態または無症候性の病態であっても観察される
が、腱内の新生血管の明確な役割については議論
の余地がある。腱内の新生血管が腱断裂などの不
利な結果の予測因子になり得るかどうかを調査し
た報告は少ない。本調査における我々の目的は、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屈腱を用いて、新生血管が
認められた症例と認められなかった症例の浅屈腱
炎発症率を比較すること、および、調査開始後から
初めての出走までの期間の長短がその後の浅屈腱
炎の発症リスクに与える影響を検討することであ
る。
　【材料と方法】調査開始時に腱損傷を発症してい
ないサラブレッド種競走馬98頭を用いた前向き
コホート研究を実施した。浅屈腱における新生血
管の存在は、超音波パワードップラー検査による
陽性血流信号で規定した。調査開始後の浅屈腱炎
は獣医師による超音波検査を用いた診断にて規定
した。調査開始時から次の出走までの期間は公式
記録を用いて計算した。浅屈腱炎のハザードの比
を比較するハザード率はコックス比例ハザード回
帰法を用いて解析した。
　【結果】血管陽性頭数は43頭(43.9％)であった。
血管陰性症例の重篤な腱損傷の発生率は2.50 
injuries/100 horse-monthsであり、血管陽性症例
の腱損傷のハザードは有意に高かった(HR 2.38, 
95%CI 1.15-5.20, P=0.023)。血管陽性症例群にお
けるサブグループ解析において、調査開始後から

100日未満に出走した症例の腱損傷発症率は4.37 
injuries/100 horse-monthsであり、調査開始後か
ら100日経過後に出走した症例の腱損傷のハザー
ドは有意に低かった(HR0.316, 0.073-0.950, 
P=0.039)。
　【考察】腱内の新生血管の存在と、その後の浅屈
腱炎の発症には正の関係があることが示された。
また、血管陽性症例群では、浅屈腱炎の発症と次の
出走までの期間には逆の関係があった。本研究の
結果、腱内における新生血管の増加は、腱損傷の重
要な予後因子であることが示唆され、適切な休養
期間を設けることによって、そのリスクを減少で
きる可能性が考えられた。
　本ポスター発表後、超音波パワードップラー検
査を実施する上で、技術的に注意すべき点に関し
てSmith教授と意見交換することができた。Smith
教授らもウマの浅屈腱内に観察される血管に注目
して損傷腱組織の修復を評価する試みをされてい
るようであり、腱内血管が炎症の存在を示す一つ
の指標になり得ることに関して意見が一致した。
また、Smith教授からは、(非侵襲的な超音波パワー
ドップラー検査を利用することで、)わずかな異常
を早期に発見できたことは、運動強度の低減など
の対策を実施することで浅屈腱炎の発症や重篤化
を予防できる可能性があるため、更なる調査が楽
しみだという旨のコメントを頂き、研究内容を評
価して頂いた。

（田村周久）

　近年、腱構造（線維配列）の定量化のための信頼
できる診断方法として注目を集めている
Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）を紹介
するとともに、UTCを用いた研究演題についてそ
の概要を記す。
　UTCは一般的な超音波装置のプローブを専用の
アタッチメントに装着して、一定のスピードで遠
位方向に進め、連続した横断画像を得る。解析は、
連続した横断画像を三次元的に再構築し、腱線維
配列の状態をエコータイプI～IVの４段階の色調
を用いて評価する。青色はかなり良好、緑色は良
好、赤色は注意、黒色は危険な状態であることを示
している（図6）。

　本シンポジウムではUTCの企業出展があったた
め、担当者にウマへのUTCの応用に関して質問し
たところ、UTCは開発段階においてウマの腱組織
を多く用いて実験していたため、問題なく測定で
きるとのことであった。実際に、既にアメリカにお
いてウマへの臨床応用が進みつつあり、実績もあ
るようであった。こうしたヒト医療での研究報告
やウマ獣医療における販売業者の情報をふまえる
と、本会内においては、競走馬総合研究所常磐支所
における浅屈腱炎発症例に対するリハビリテー
ション業務や両トレーニング・センターにおける
現役競走馬に対する浅屈腱炎発症の予防につなが
る可能性が考えられる。しかし、その一方で前述の
Smith教授によると、ウマではUTCの検査所見と実
際の腱損傷の程度が一致しない事例もあるとのこ
とであり、不明な点も多く残っている。特に本会が
対象としているサラブレッド種競走馬は、一般的
な乗馬や欧米で多い愛玩用のウマとは異なり、非
常に高い腱組織強度が求められるので、競走馬臨
床におけるUTCの利用価値に関しては、更なる調
査が必要である。

○健常な腱の構造はどのように見えるのか？アキ
レス腱の組織特性の新たな洞察
E, Wezenbeek. ら (Department of Rehabilitation 
Sciences and Physiotherapy, Ghent University, 
Ghent, Belgium)
　近年、Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）
が、腱構造の定量化のための信頼できる方法とし
て導入された。 UTCの使用に関する報告が増えて
いるにもかかわらず、活動的な青年に基準となる
データがないことは注目に値する。したがって、本
研究の目的は、アキレス腱の基準値をUTCで定量
化して提供することであった。

　アキレス腱傷害の既往歴のない理学療法専攻の
学生70人（男性26人、女性44人）のアキレス腱を
UTCで走査して腱構造の特徴について考察した結
果、本研究では活動的で健常な青年のアキレス腱
が、中位でエコータイプIが54.6％、エコータイプII
が42.8％、エコータイプIIIが2.2％、エコータイプ
IVが0.3％であることを示した。腱の骨への移行部
と腱の中位の比較では、移行部にエコータイプII
が多くみられた（p <0.001）。さらに、女性は男性と
比較して、移行部と腱の中位の両部位で有意に多
くのエコータイプIIが観察された（それぞれp = 
0.004およびp = 0.003）。
　近年、ウマの腱損傷の早期診断に対するUTCの
応用が注目されている。UTCでは腱線維の配列性
をエコータイプI～IVの４段階で評価する。本研究
の成績から、健常人であっても性別や腱の部位に
よってUTCエコーパターンが異なることが明らか
となったことから、ウマへの応用を考える際にも、
年齢、性別、腱の部位などの基本的なエコータイプ
について検討する必要性があると思われた。

○バレーボール選手における7週間の運動負荷に
対する膝蓋腱構造の変化
LM Rabelloら(Department of Sports Medicine, 
University of Groningen, Groningen, University 
Medical Center Groningen, The Netherlands)
　内容要約：膝蓋腱症はバレーボールなどジャン
プ動作を伴うスポーツ選手に多く発生が認められ
る。膝蓋腱症に関連するリスク要因は様々である
が、運動量が一つの要因として考えられている。本
調査の目的は運動量と膝蓋腱構造の変化に関して
調査することである。その方法として、17名の男
性バレーボール選手を対象として、運動量と腱組
織構造の変化の関係を測定した。その結果、運動量
が多い程、腱組織の状態が悪化することが分かっ
たが、その悪化する理由に関しては更なる調査が
必要とされた。
　本調査はバレーボール選手を対象として、運動
量と腱組織の状態変化の関係を明らかにすること
を目的として実施された調査である。運動量とい
うあいまいな要素をできるだけ細分化するため
に、演者らは運動量を期間、強度、負荷量および

ジャンプ回数の4項目に分けて記録した。また、腱
組織の状態を評価する方法として、Ultrasound 
Tissue Characterization (UTC)という新しい超音
波技術を用いた。
　UTCは腱組織中の腱線維配列を評価する検査装
置であり、近年、一般販売された。超音波技術を用
いているため、非侵襲的な検査が可能である。専用
のアタッチメントを用いて、対象腱の横断画像を
連続的に記録し、内蔵ソフトウェアでそれらを3
次元的に再構築する(図6)。その3次元画像を用い
て腱線維配列を解析し、異常が認められた部位を
赤色で表示することによって、腱組織の損傷程度
を視覚的に評価できる。MRIと比較すると機器本
体の価格が低く、検査時間が短いことから、欧米の
ヒト整形医学領域において普及が進んでいるよう
である。近年では、特にトップアスリートを対象と
した調査が数多く報告されている。UTCには様々
な利用方法があり、本演題のように腱組織への負
荷と線維配列の変化を観察するといった基礎的な
研究内容の他に、重篤な腱損傷を既に発症してし
まったアスリートが競技復帰を目指す際に、適切
なリハビリテーション強度を決定するための参考
として用いられることもある。また、腱損傷を発症
していないアスリート(例として、プロのアメフト
チームやオランダのナショナル体操チームが挙げ
られていた)に対しては、重篤な腱損傷の発症を予
防する指標として用いられており、UTCをシーズ
ン前から定期的に実施し、異常所見が認められた
場合は運動レベルを引き下げ、異常所見が消失す
れば再び強度を引き上げるとのことであった。こ
うした取り組みによって、アキレス腱断裂など選
手生命に関わる疾病が減少したと報告されてい
る。

○アキレス腱症の患者に対する足底筋切除とアキ
レス腱のスクレイピングは疼痛減少と腱組織構造
の改善に有効である
Lorenzo Masciら(Pure Sports Medicine, London, 
United Kingdom)
　内容要約：近年、アキレス腱症を発症する重要な
原因の一つとして足底筋腱の関与が報告されてい
る。本調査の目的は足底筋腱とアキレス腱症の関

係を明らかにすることである。その方法として、足
底筋腱の関与が疑われているアキレス腱症の患者
18人に対して、足底筋切除とアキレス腱のスクレ
イピングを実施した。手術前後の症状を比較する
ために、患者の自己申告による痛みの点数化と
UTC検査が実施された。結果として、手術を受けた
全ての患者がその治療に満足し、18人中16人は損
傷前の状態に近づいた。今後、大規模かつ長期間に
わたる調査を実施する必要がある。
　本演題で発表されているスクレイピングという
手術法は、腱症に対する治療法の一つとして注目
されている。腱症の病態において認められる腱周
囲の過剰な血管や神経を除去する手術であり、腱
内部にメスを入れるわけではないため、手術によ
る侵襲が比較的小さい。本発表において、スクレイ
ピングには腱の除痛効果および、腱線維配列の整
列化を促す効果があることが明らかとなった。
　本手術法のウマでの応用はまだ報告されていな
い。競走馬に発生する浅屈腱炎では腱内部に極め
て著しい腱変性が生じるため、本法のように腱周
囲の余剰組織のみを取り除くことによって得られ
る治療効果は少ないかもしれない。
　本演題では治療効果を評価するために患者が感

じる痛みの点数化とUTCによる腱線維配列の検査
が用いられている。痛みの点数化は、症状を推し量
る方法として整形外科領域において多用されてい
るが、患者個人の主観的な評価になるために信頼
性が低い場合がある。また、ウマを対象とした場
合、痛みの区分をヒト同様に細分化することは困
難である。治療効果を客観的に評価するために、ヒ
ト腱組織に対してバイオプシーを実施し、組織病
理学的な検査を実施することがあるが、対象がア
スリートの場合は、腱組織に対する侵襲が高いた
めに実施は困難である。そうした理由があるため、
近年では組織病理検査の代替評価法として非侵襲
的なUTCが用いられる報告が多い。過去の報告で
は、UTCの所見と病理学的な検査所見がよく一致
していたことから、客観的な評価方法として利用
価値が高いとされている。本会においても、競走馬
に対して腱バイオプシーを実施することは著しく
困難であり、非侵襲的な方法による評価が必要と
されている。既に導入されている腱の組織構造を
精緻に評価できるMRIと腱の線維配列を評価でき
るUTCを組み合わせて利用することによって、従
来よりも詳細な客観的評価が可能になると考えら
れる。

　平成28年10月19日から10月26日まで南アフリ
カ共和国ケープタウンで開催された第4回国際腱
症シンポジウム( In t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加し、馬の再生医
療に関する研究から得られた成績の一部を発表し
ました。本稿では、このシンポジウムの概要と参加
して得られた腱・靱帯の治療に関する最新の知見
について紹介致します。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、南ア
フリカ共和国のケープタウンで開催されました
(図1)。ケープタウンは南アフリカ共和国の経済を
支える拠点として発展しており、2010年のサッ
カーワールドカップ開催に伴うインフラ整備や、
テーブルマウンテンなどの自然環境が国立公園と
して保全されていることから、南アフリカ共和国
の中でも観光客が比較的多く、国際的な学会や展
示会なども多く開催されている。

　本シンポジウムの会場となったSports Science 
Institute of South Africaはケープタウン総合大学
の組織の一つであり、150名を収容できる大会議
場とともにプールやトレーニングルームなどのジ
ムが備わっている施設であった(図2)。この施設で
は大学教員や学生らによって、腱・靱帯疾患を含め
たスポーツ傷害に対する適切なリハビリテーショ
ン法や傷害予防を目的とした運動解析など、ス
ポーツ医学に関する研究調査が実施されていた。

学会概要
　ISTSは、腱・靱帯に関する専門分野に特化した研
究者や整形外科医学に携わる臨床医師や獣医師が
参加しており、最新の研究内容や臨床成績を互い
に発表し、情報交換することを目的とした国際シ
ンポジウムである。本シンポジウムの名称に含ま
れているTendinopathy(腱症)という病態は、従来
の腱損傷に対する考え方とは異なる比較的新しい
腱疾患の概念であり、本学会を発起した研究者ら
によって提唱されたものである。そのため本シン
ポジウムは、整形外科に関する学会としては歴史
が浅く、2010年に初めて開催されて以来、今回で
まだ4回目(隔年開催)である。しかしながら現在で
は、Tendinopathyという病態が幅広く受け入れら
れており、この病態を解明することによって重篤

図3
100名程度の参加者が、腱・靱帯に関する報告について議論を
交わした。

図5
香港の研究者と腱損傷の新しい診断装置について意見交換す
る田村職員。

図4
自身のポスターの前で恩師であるRoger,Smith.教授から研究
成績に関するディスカッションや今後の研究展開についてア
ドバイスをもらう著者。ポスター発表の際には軽食が振る舞わ
れた。
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な腱損傷の治療法や予防法を新たに発見できる可
能性が示唆されていることから、多くの研究や調
査が実施されている。そうした経緯があるため、本
シンポジウムには腱・靱帯に関する世界トップク
ラスの研究者や臨床医師が参加し、今後の研究や
臨床医学のトレンドを左右する重要なシンポジウ
ムであると認識されている。
　本シンポジウムのように腱・靱帯のみに焦点を
絞り、様々な観点からその病態を議論する学会は、
国内外においてほとんど存在しないため、我々に
とってもISTSは腱・靱帯疾患に関する研究の最前
線に触れることができる貴重な学会である。
　第4回となる本シンポジウムの参加者は100名
程度であった(図3)。本シンポジウムには、私の恩
師であり、ウマ臨床獣医師および研究者として高
名なRoger, Smith.教授(Royal Veterinary College: 
英国王立獣医大学)も参加されていたことから、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法に関

して、意見交換をすることができた(図4)。また、ウ
マの再生医療に関しても、最新情報や互いの成果
などを幅広く情報共有することができたため、非
常に有益であった。
　本シンポジウムの総講演数は77題であり、招聘
研究者による講演が5題、口頭発表が31題、ポス
ター発表が41題であった。発表演題の多くはヒト
医学を対象にした研究調査であるが、基礎的な内
容はウマにも共通するところがあった。また、臨床
的な内容であっても、診断装置や検査環境を整え
ることによって競走馬臨床に応用が期待できる発
表があり、演者と具体的な使用方法や利点につい
て意見交換が可能であった(図5)。発表演題以外に
も全員参加型のグループディスカッションが開催
され、研究者間において多数の意見が混在するト
ピックについて意見交換がなされた。今回は、腱症
のバイオマーカー候補の策定や効果的なリハビリ
テーション方法の実施方法が検討課題であり、各
分野の専門家が司会となって、参加者それぞれの
意見を取りまとめ、今後の指針作製に役立てるよ
うであった。

　以下に我々の発表演題について要旨を記載す
る。

○腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼ
ラチンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製
と移植法の検討
笠嶋快周1)・田村周久1)・琴寄泰光1)・福田健太郎1)・黒
田泰輔1)・田畑泰彦2)

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所
　【最初に】近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法とし
て間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めて
いる。しかし、実験小動物で報告された移植治療の
有用性は大動物では再現に至らないことが多い。
そこで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシ
ングルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞
活性の増強が期待できる細胞凝集体として移植す
る方法について検討を始めた。
　【材料と方法】4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。
　【結果】凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、
従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。
　【考察】本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。
　腱損傷に対する再生医療では、骨髄や脂肪組織
から分離した間葉系幹細胞を直接、損傷部局所に
移植する方法が用いられている。我々の研究では
移植した幹細胞が移植後早期に消失していること
がわかってきた。そこで、移植した幹細胞が少しで
も局所に留まり、腱組織に定着する方法の一つと
して幹細胞を凝集体として移植する方法について
検討を始めたところである。本発表では、移植可能
な凝集体の大きさの検討や移植後短期間の細胞の
動向について報告した。

　ポスター前ではオーストラリアの臨床医師から
移植法や研究内容について質問とアドバイスを受
け、情報交換ができたことは喜ばしいことであっ
た。

（笠嶋快周）

○ウマ浅屈腱内の新生血管はその後の腱損傷と関
連するのか？
田村周久1)・吉原英留2)・小平和道3)・黒田泰輔1)・福田
健太郎1)・笠嶋快周1)

1)JRA競走馬総合研究所・2)JRA栗東トレーニング・
センター・3)JRA美浦トレーニング・センター　　
　【最初に】超音波パワードップラー検査によって
描出される新生血管の増加は、tendinopathyの病
態または無症候性の病態であっても観察される
が、腱内の新生血管の明確な役割については議論
の余地がある。腱内の新生血管が腱断裂などの不
利な結果の予測因子になり得るかどうかを調査し
た報告は少ない。本調査における我々の目的は、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屈腱を用いて、新生血管が
認められた症例と認められなかった症例の浅屈腱
炎発症率を比較すること、および、調査開始後から
初めての出走までの期間の長短がその後の浅屈腱
炎の発症リスクに与える影響を検討することであ
る。
　【材料と方法】調査開始時に腱損傷を発症してい
ないサラブレッド種競走馬98頭を用いた前向き
コホート研究を実施した。浅屈腱における新生血
管の存在は、超音波パワードップラー検査による
陽性血流信号で規定した。調査開始後の浅屈腱炎
は獣医師による超音波検査を用いた診断にて規定
した。調査開始時から次の出走までの期間は公式
記録を用いて計算した。浅屈腱炎のハザードの比
を比較するハザード率はコックス比例ハザード回
帰法を用いて解析した。
　【結果】血管陽性頭数は43頭(43.9％)であった。
血管陰性症例の重篤な腱損傷の発生率は2.50 
injuries/100 horse-monthsであり、血管陽性症例
の腱損傷のハザードは有意に高かった(HR 2.38, 
95%CI 1.15-5.20, P=0.023)。血管陽性症例群にお
けるサブグループ解析において、調査開始後から

100日未満に出走した症例の腱損傷発症率は4.37 
injuries/100 horse-monthsであり、調査開始後か
ら100日経過後に出走した症例の腱損傷のハザー
ドは有意に低かった(HR0.316, 0.073-0.950, 
P=0.039)。
　【考察】腱内の新生血管の存在と、その後の浅屈
腱炎の発症には正の関係があることが示された。
また、血管陽性症例群では、浅屈腱炎の発症と次の
出走までの期間には逆の関係があった。本研究の
結果、腱内における新生血管の増加は、腱損傷の重
要な予後因子であることが示唆され、適切な休養
期間を設けることによって、そのリスクを減少で
きる可能性が考えられた。
　本ポスター発表後、超音波パワードップラー検
査を実施する上で、技術的に注意すべき点に関し
てSmith教授と意見交換することができた。Smith
教授らもウマの浅屈腱内に観察される血管に注目
して損傷腱組織の修復を評価する試みをされてい
るようであり、腱内血管が炎症の存在を示す一つ
の指標になり得ることに関して意見が一致した。
また、Smith教授からは、(非侵襲的な超音波パワー
ドップラー検査を利用することで、)わずかな異常
を早期に発見できたことは、運動強度の低減など
の対策を実施することで浅屈腱炎の発症や重篤化
を予防できる可能性があるため、更なる調査が楽
しみだという旨のコメントを頂き、研究内容を評
価して頂いた。

（田村周久）

　近年、腱構造（線維配列）の定量化のための信頼
できる診断方法として注目を集めている
Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）を紹介
するとともに、UTCを用いた研究演題についてそ
の概要を記す。
　UTCは一般的な超音波装置のプローブを専用の
アタッチメントに装着して、一定のスピードで遠
位方向に進め、連続した横断画像を得る。解析は、
連続した横断画像を三次元的に再構築し、腱線維
配列の状態をエコータイプI～IVの４段階の色調
を用いて評価する。青色はかなり良好、緑色は良
好、赤色は注意、黒色は危険な状態であることを示
している（図6）。

　本シンポジウムではUTCの企業出展があったた
め、担当者にウマへのUTCの応用に関して質問し
たところ、UTCは開発段階においてウマの腱組織
を多く用いて実験していたため、問題なく測定で
きるとのことであった。実際に、既にアメリカにお
いてウマへの臨床応用が進みつつあり、実績もあ
るようであった。こうしたヒト医療での研究報告
やウマ獣医療における販売業者の情報をふまえる
と、本会内においては、競走馬総合研究所常磐支所
における浅屈腱炎発症例に対するリハビリテー
ション業務や両トレーニング・センターにおける
現役競走馬に対する浅屈腱炎発症の予防につなが
る可能性が考えられる。しかし、その一方で前述の
Smith教授によると、ウマではUTCの検査所見と実
際の腱損傷の程度が一致しない事例もあるとのこ
とであり、不明な点も多く残っている。特に本会が
対象としているサラブレッド種競走馬は、一般的
な乗馬や欧米で多い愛玩用のウマとは異なり、非
常に高い腱組織強度が求められるので、競走馬臨
床におけるUTCの利用価値に関しては、更なる調
査が必要である。

○健常な腱の構造はどのように見えるのか？アキ
レス腱の組織特性の新たな洞察
E, Wezenbeek. ら (Department of Rehabilitation 
Sciences and Physiotherapy, Ghent University, 
Ghent, Belgium)
　近年、Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）
が、腱構造の定量化のための信頼できる方法とし
て導入された。 UTCの使用に関する報告が増えて
いるにもかかわらず、活動的な青年に基準となる
データがないことは注目に値する。したがって、本
研究の目的は、アキレス腱の基準値をUTCで定量
化して提供することであった。

　アキレス腱傷害の既往歴のない理学療法専攻の
学生70人（男性26人、女性44人）のアキレス腱を
UTCで走査して腱構造の特徴について考察した結
果、本研究では活動的で健常な青年のアキレス腱
が、中位でエコータイプIが54.6％、エコータイプII
が42.8％、エコータイプIIIが2.2％、エコータイプ
IVが0.3％であることを示した。腱の骨への移行部
と腱の中位の比較では、移行部にエコータイプII
が多くみられた（p <0.001）。さらに、女性は男性と
比較して、移行部と腱の中位の両部位で有意に多
くのエコータイプIIが観察された（それぞれp = 
0.004およびp = 0.003）。
　近年、ウマの腱損傷の早期診断に対するUTCの
応用が注目されている。UTCでは腱線維の配列性
をエコータイプI～IVの４段階で評価する。本研究
の成績から、健常人であっても性別や腱の部位に
よってUTCエコーパターンが異なることが明らか
となったことから、ウマへの応用を考える際にも、
年齢、性別、腱の部位などの基本的なエコータイプ
について検討する必要性があると思われた。

○バレーボール選手における7週間の運動負荷に
対する膝蓋腱構造の変化
LM Rabelloら(Department of Sports Medicine, 
University of Groningen, Groningen, University 
Medical Center Groningen, The Netherlands)
　内容要約：膝蓋腱症はバレーボールなどジャン
プ動作を伴うスポーツ選手に多く発生が認められ
る。膝蓋腱症に関連するリスク要因は様々である
が、運動量が一つの要因として考えられている。本
調査の目的は運動量と膝蓋腱構造の変化に関して
調査することである。その方法として、17名の男
性バレーボール選手を対象として、運動量と腱組
織構造の変化の関係を測定した。その結果、運動量
が多い程、腱組織の状態が悪化することが分かっ
たが、その悪化する理由に関しては更なる調査が
必要とされた。
　本調査はバレーボール選手を対象として、運動
量と腱組織の状態変化の関係を明らかにすること
を目的として実施された調査である。運動量とい
うあいまいな要素をできるだけ細分化するため
に、演者らは運動量を期間、強度、負荷量および

ジャンプ回数の4項目に分けて記録した。また、腱
組織の状態を評価する方法として、Ultrasound 
Tissue Characterization (UTC)という新しい超音
波技術を用いた。
　UTCは腱組織中の腱線維配列を評価する検査装
置であり、近年、一般販売された。超音波技術を用
いているため、非侵襲的な検査が可能である。専用
のアタッチメントを用いて、対象腱の横断画像を
連続的に記録し、内蔵ソフトウェアでそれらを3
次元的に再構築する(図6)。その3次元画像を用い
て腱線維配列を解析し、異常が認められた部位を
赤色で表示することによって、腱組織の損傷程度
を視覚的に評価できる。MRIと比較すると機器本
体の価格が低く、検査時間が短いことから、欧米の
ヒト整形医学領域において普及が進んでいるよう
である。近年では、特にトップアスリートを対象と
した調査が数多く報告されている。UTCには様々
な利用方法があり、本演題のように腱組織への負
荷と線維配列の変化を観察するといった基礎的な
研究内容の他に、重篤な腱損傷を既に発症してし
まったアスリートが競技復帰を目指す際に、適切
なリハビリテーション強度を決定するための参考
として用いられることもある。また、腱損傷を発症
していないアスリート(例として、プロのアメフト
チームやオランダのナショナル体操チームが挙げ
られていた)に対しては、重篤な腱損傷の発症を予
防する指標として用いられており、UTCをシーズ
ン前から定期的に実施し、異常所見が認められた
場合は運動レベルを引き下げ、異常所見が消失す
れば再び強度を引き上げるとのことであった。こ
うした取り組みによって、アキレス腱断裂など選
手生命に関わる疾病が減少したと報告されてい
る。

○アキレス腱症の患者に対する足底筋切除とアキ
レス腱のスクレイピングは疼痛減少と腱組織構造
の改善に有効である
Lorenzo Masciら(Pure Sports Medicine, London, 
United Kingdom)
　内容要約：近年、アキレス腱症を発症する重要な
原因の一つとして足底筋腱の関与が報告されてい
る。本調査の目的は足底筋腱とアキレス腱症の関

係を明らかにすることである。その方法として、足
底筋腱の関与が疑われているアキレス腱症の患者
18人に対して、足底筋切除とアキレス腱のスクレ
イピングを実施した。手術前後の症状を比較する
ために、患者の自己申告による痛みの点数化と
UTC検査が実施された。結果として、手術を受けた
全ての患者がその治療に満足し、18人中16人は損
傷前の状態に近づいた。今後、大規模かつ長期間に
わたる調査を実施する必要がある。
　本演題で発表されているスクレイピングという
手術法は、腱症に対する治療法の一つとして注目
されている。腱症の病態において認められる腱周
囲の過剰な血管や神経を除去する手術であり、腱
内部にメスを入れるわけではないため、手術によ
る侵襲が比較的小さい。本発表において、スクレイ
ピングには腱の除痛効果および、腱線維配列の整
列化を促す効果があることが明らかとなった。
　本手術法のウマでの応用はまだ報告されていな
い。競走馬に発生する浅屈腱炎では腱内部に極め
て著しい腱変性が生じるため、本法のように腱周
囲の余剰組織のみを取り除くことによって得られ
る治療効果は少ないかもしれない。
　本演題では治療効果を評価するために患者が感

じる痛みの点数化とUTCによる腱線維配列の検査
が用いられている。痛みの点数化は、症状を推し量
る方法として整形外科領域において多用されてい
るが、患者個人の主観的な評価になるために信頼
性が低い場合がある。また、ウマを対象とした場
合、痛みの区分をヒト同様に細分化することは困
難である。治療効果を客観的に評価するために、ヒ
ト腱組織に対してバイオプシーを実施し、組織病
理学的な検査を実施することがあるが、対象がア
スリートの場合は、腱組織に対する侵襲が高いた
めに実施は困難である。そうした理由があるため、
近年では組織病理検査の代替評価法として非侵襲
的なUTCが用いられる報告が多い。過去の報告で
は、UTCの所見と病理学的な検査所見がよく一致
していたことから、客観的な評価方法として利用
価値が高いとされている。本会においても、競走馬
に対して腱バイオプシーを実施することは著しく
困難であり、非侵襲的な方法による評価が必要と
されている。既に導入されている腱の組織構造を
精緻に評価できるMRIと腱の線維配列を評価でき
るUTCを組み合わせて利用することによって、従
来よりも詳細な客観的評価が可能になると考えら
れる。

　平成28年10月19日から10月26日まで南アフリ
カ共和国ケープタウンで開催された第4回国際腱
症シンポジウム( In t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加し、馬の再生医
療に関する研究から得られた成績の一部を発表し
ました。本稿では、このシンポジウムの概要と参加
して得られた腱・靱帯の治療に関する最新の知見
について紹介致します。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、南ア
フリカ共和国のケープタウンで開催されました
(図1)。ケープタウンは南アフリカ共和国の経済を
支える拠点として発展しており、2010年のサッ
カーワールドカップ開催に伴うインフラ整備や、
テーブルマウンテンなどの自然環境が国立公園と
して保全されていることから、南アフリカ共和国
の中でも観光客が比較的多く、国際的な学会や展
示会なども多く開催されている。

　本シンポジウムの会場となったSports Science 
Institute of South Africaはケープタウン総合大学
の組織の一つであり、150名を収容できる大会議
場とともにプールやトレーニングルームなどのジ
ムが備わっている施設であった(図2)。この施設で
は大学教員や学生らによって、腱・靱帯疾患を含め
たスポーツ傷害に対する適切なリハビリテーショ
ン法や傷害予防を目的とした運動解析など、ス
ポーツ医学に関する研究調査が実施されていた。

学会概要
　ISTSは、腱・靱帯に関する専門分野に特化した研
究者や整形外科医学に携わる臨床医師や獣医師が
参加しており、最新の研究内容や臨床成績を互い
に発表し、情報交換することを目的とした国際シ
ンポジウムである。本シンポジウムの名称に含ま
れているTendinopathy(腱症)という病態は、従来
の腱損傷に対する考え方とは異なる比較的新しい
腱疾患の概念であり、本学会を発起した研究者ら
によって提唱されたものである。そのため本シン
ポジウムは、整形外科に関する学会としては歴史
が浅く、2010年に初めて開催されて以来、今回で
まだ4回目(隔年開催)である。しかしながら現在で
は、Tendinopathyという病態が幅広く受け入れら
れており、この病態を解明することによって重篤
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な腱損傷の治療法や予防法を新たに発見できる可
能性が示唆されていることから、多くの研究や調
査が実施されている。そうした経緯があるため、本
シンポジウムには腱・靱帯に関する世界トップク
ラスの研究者や臨床医師が参加し、今後の研究や
臨床医学のトレンドを左右する重要なシンポジウ
ムであると認識されている。
　本シンポジウムのように腱・靱帯のみに焦点を
絞り、様々な観点からその病態を議論する学会は、
国内外においてほとんど存在しないため、我々に
とってもISTSは腱・靱帯疾患に関する研究の最前
線に触れることができる貴重な学会である。
　第4回となる本シンポジウムの参加者は100名
程度であった(図3)。本シンポジウムには、私の恩
師であり、ウマ臨床獣医師および研究者として高
名なRoger, Smith.教授(Royal Veterinary College: 
英国王立獣医大学)も参加されていたことから、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法に関

して、意見交換をすることができた(図4)。また、ウ
マの再生医療に関しても、最新情報や互いの成果
などを幅広く情報共有することができたため、非
常に有益であった。
　本シンポジウムの総講演数は77題であり、招聘
研究者による講演が5題、口頭発表が31題、ポス
ター発表が41題であった。発表演題の多くはヒト
医学を対象にした研究調査であるが、基礎的な内
容はウマにも共通するところがあった。また、臨床
的な内容であっても、診断装置や検査環境を整え
ることによって競走馬臨床に応用が期待できる発
表があり、演者と具体的な使用方法や利点につい
て意見交換が可能であった(図5)。発表演題以外に
も全員参加型のグループディスカッションが開催
され、研究者間において多数の意見が混在するト
ピックについて意見交換がなされた。今回は、腱症
のバイオマーカー候補の策定や効果的なリハビリ
テーション方法の実施方法が検討課題であり、各
分野の専門家が司会となって、参加者それぞれの
意見を取りまとめ、今後の指針作製に役立てるよ
うであった。

　以下に我々の発表演題について要旨を記載す
る。

○腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼ
ラチンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製
と移植法の検討
笠嶋快周1)・田村周久1)・琴寄泰光1)・福田健太郎1)・黒
田泰輔1)・田畑泰彦2)

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所
　【最初に】近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法とし
て間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めて
いる。しかし、実験小動物で報告された移植治療の
有用性は大動物では再現に至らないことが多い。
そこで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシ
ングルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞
活性の増強が期待できる細胞凝集体として移植す
る方法について検討を始めた。
　【材料と方法】4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。
　【結果】凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、
従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。
　【考察】本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。
　腱損傷に対する再生医療では、骨髄や脂肪組織
から分離した間葉系幹細胞を直接、損傷部局所に
移植する方法が用いられている。我々の研究では
移植した幹細胞が移植後早期に消失していること
がわかってきた。そこで、移植した幹細胞が少しで
も局所に留まり、腱組織に定着する方法の一つと
して幹細胞を凝集体として移植する方法について
検討を始めたところである。本発表では、移植可能
な凝集体の大きさの検討や移植後短期間の細胞の
動向について報告した。

　ポスター前ではオーストラリアの臨床医師から
移植法や研究内容について質問とアドバイスを受
け、情報交換ができたことは喜ばしいことであっ
た。

（笠嶋快周）

○ウマ浅屈腱内の新生血管はその後の腱損傷と関
連するのか？
田村周久1)・吉原英留2)・小平和道3)・黒田泰輔1)・福田
健太郎1)・笠嶋快周1)

1)JRA競走馬総合研究所・2)JRA栗東トレーニング・
センター・3)JRA美浦トレーニング・センター　　
　【最初に】超音波パワードップラー検査によって
描出される新生血管の増加は、tendinopathyの病
態または無症候性の病態であっても観察される
が、腱内の新生血管の明確な役割については議論
の余地がある。腱内の新生血管が腱断裂などの不
利な結果の予測因子になり得るかどうかを調査し
た報告は少ない。本調査における我々の目的は、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屈腱を用いて、新生血管が
認められた症例と認められなかった症例の浅屈腱
炎発症率を比較すること、および、調査開始後から
初めての出走までの期間の長短がその後の浅屈腱
炎の発症リスクに与える影響を検討することであ
る。
　【材料と方法】調査開始時に腱損傷を発症してい
ないサラブレッド種競走馬98頭を用いた前向き
コホート研究を実施した。浅屈腱における新生血
管の存在は、超音波パワードップラー検査による
陽性血流信号で規定した。調査開始後の浅屈腱炎
は獣医師による超音波検査を用いた診断にて規定
した。調査開始時から次の出走までの期間は公式
記録を用いて計算した。浅屈腱炎のハザードの比
を比較するハザード率はコックス比例ハザード回
帰法を用いて解析した。
　【結果】血管陽性頭数は43頭(43.9％)であった。
血管陰性症例の重篤な腱損傷の発生率は2.50 
injuries/100 horse-monthsであり、血管陽性症例
の腱損傷のハザードは有意に高かった(HR 2.38, 
95%CI 1.15-5.20, P=0.023)。血管陽性症例群にお
けるサブグループ解析において、調査開始後から

100日未満に出走した症例の腱損傷発症率は4.37 
injuries/100 horse-monthsであり、調査開始後か
ら100日経過後に出走した症例の腱損傷のハザー
ドは有意に低かった(HR0.316, 0.073-0.950, 
P=0.039)。
　【考察】腱内の新生血管の存在と、その後の浅屈
腱炎の発症には正の関係があることが示された。
また、血管陽性症例群では、浅屈腱炎の発症と次の
出走までの期間には逆の関係があった。本研究の
結果、腱内における新生血管の増加は、腱損傷の重
要な予後因子であることが示唆され、適切な休養
期間を設けることによって、そのリスクを減少で
きる可能性が考えられた。
　本ポスター発表後、超音波パワードップラー検
査を実施する上で、技術的に注意すべき点に関し
てSmith教授と意見交換することができた。Smith
教授らもウマの浅屈腱内に観察される血管に注目
して損傷腱組織の修復を評価する試みをされてい
るようであり、腱内血管が炎症の存在を示す一つ
の指標になり得ることに関して意見が一致した。
また、Smith教授からは、(非侵襲的な超音波パワー
ドップラー検査を利用することで、)わずかな異常
を早期に発見できたことは、運動強度の低減など
の対策を実施することで浅屈腱炎の発症や重篤化
を予防できる可能性があるため、更なる調査が楽
しみだという旨のコメントを頂き、研究内容を評
価して頂いた。

（田村周久）

　近年、腱構造（線維配列）の定量化のための信頼
できる診断方法として注目を集めている
Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）を紹介
するとともに、UTCを用いた研究演題についてそ
の概要を記す。
　UTCは一般的な超音波装置のプローブを専用の
アタッチメントに装着して、一定のスピードで遠
位方向に進め、連続した横断画像を得る。解析は、
連続した横断画像を三次元的に再構築し、腱線維
配列の状態をエコータイプI～IVの４段階の色調
を用いて評価する。青色はかなり良好、緑色は良
好、赤色は注意、黒色は危険な状態であることを示
している（図6）。

　本シンポジウムではUTCの企業出展があったた
め、担当者にウマへのUTCの応用に関して質問し
たところ、UTCは開発段階においてウマの腱組織
を多く用いて実験していたため、問題なく測定で
きるとのことであった。実際に、既にアメリカにお
いてウマへの臨床応用が進みつつあり、実績もあ
るようであった。こうしたヒト医療での研究報告
やウマ獣医療における販売業者の情報をふまえる
と、本会内においては、競走馬総合研究所常磐支所
における浅屈腱炎発症例に対するリハビリテー
ション業務や両トレーニング・センターにおける
現役競走馬に対する浅屈腱炎発症の予防につなが
る可能性が考えられる。しかし、その一方で前述の
Smith教授によると、ウマではUTCの検査所見と実
際の腱損傷の程度が一致しない事例もあるとのこ
とであり、不明な点も多く残っている。特に本会が
対象としているサラブレッド種競走馬は、一般的
な乗馬や欧米で多い愛玩用のウマとは異なり、非
常に高い腱組織強度が求められるので、競走馬臨
床におけるUTCの利用価値に関しては、更なる調
査が必要である。

○健常な腱の構造はどのように見えるのか？アキ
レス腱の組織特性の新たな洞察
E, Wezenbeek. ら (Department of Rehabilitation 
Sciences and Physiotherapy, Ghent University, 
Ghent, Belgium)
　近年、Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）
が、腱構造の定量化のための信頼できる方法とし
て導入された。 UTCの使用に関する報告が増えて
いるにもかかわらず、活動的な青年に基準となる
データがないことは注目に値する。したがって、本
研究の目的は、アキレス腱の基準値をUTCで定量
化して提供することであった。

　アキレス腱傷害の既往歴のない理学療法専攻の
学生70人（男性26人、女性44人）のアキレス腱を
UTCで走査して腱構造の特徴について考察した結
果、本研究では活動的で健常な青年のアキレス腱
が、中位でエコータイプIが54.6％、エコータイプII
が42.8％、エコータイプIIIが2.2％、エコータイプ
IVが0.3％であることを示した。腱の骨への移行部
と腱の中位の比較では、移行部にエコータイプII
が多くみられた（p <0.001）。さらに、女性は男性と
比較して、移行部と腱の中位の両部位で有意に多
くのエコータイプIIが観察された（それぞれp = 
0.004およびp = 0.003）。
　近年、ウマの腱損傷の早期診断に対するUTCの
応用が注目されている。UTCでは腱線維の配列性
をエコータイプI～IVの４段階で評価する。本研究
の成績から、健常人であっても性別や腱の部位に
よってUTCエコーパターンが異なることが明らか
となったことから、ウマへの応用を考える際にも、
年齢、性別、腱の部位などの基本的なエコータイプ
について検討する必要性があると思われた。

○バレーボール選手における7週間の運動負荷に
対する膝蓋腱構造の変化
LM Rabelloら(Department of Sports Medicine, 
University of Groningen, Groningen, University 
Medical Center Groningen, The Netherlands)
　内容要約：膝蓋腱症はバレーボールなどジャン
プ動作を伴うスポーツ選手に多く発生が認められ
る。膝蓋腱症に関連するリスク要因は様々である
が、運動量が一つの要因として考えられている。本
調査の目的は運動量と膝蓋腱構造の変化に関して
調査することである。その方法として、17名の男
性バレーボール選手を対象として、運動量と腱組
織構造の変化の関係を測定した。その結果、運動量
が多い程、腱組織の状態が悪化することが分かっ
たが、その悪化する理由に関しては更なる調査が
必要とされた。
　本調査はバレーボール選手を対象として、運動
量と腱組織の状態変化の関係を明らかにすること
を目的として実施された調査である。運動量とい
うあいまいな要素をできるだけ細分化するため
に、演者らは運動量を期間、強度、負荷量および

ジャンプ回数の4項目に分けて記録した。また、腱
組織の状態を評価する方法として、Ultrasound 
Tissue Characterization (UTC)という新しい超音
波技術を用いた。
　UTCは腱組織中の腱線維配列を評価する検査装
置であり、近年、一般販売された。超音波技術を用
いているため、非侵襲的な検査が可能である。専用
のアタッチメントを用いて、対象腱の横断画像を
連続的に記録し、内蔵ソフトウェアでそれらを3
次元的に再構築する(図6)。その3次元画像を用い
て腱線維配列を解析し、異常が認められた部位を
赤色で表示することによって、腱組織の損傷程度
を視覚的に評価できる。MRIと比較すると機器本
体の価格が低く、検査時間が短いことから、欧米の
ヒト整形医学領域において普及が進んでいるよう
である。近年では、特にトップアスリートを対象と
した調査が数多く報告されている。UTCには様々
な利用方法があり、本演題のように腱組織への負
荷と線維配列の変化を観察するといった基礎的な
研究内容の他に、重篤な腱損傷を既に発症してし
まったアスリートが競技復帰を目指す際に、適切
なリハビリテーション強度を決定するための参考
として用いられることもある。また、腱損傷を発症
していないアスリート(例として、プロのアメフト
チームやオランダのナショナル体操チームが挙げ
られていた)に対しては、重篤な腱損傷の発症を予
防する指標として用いられており、UTCをシーズ
ン前から定期的に実施し、異常所見が認められた
場合は運動レベルを引き下げ、異常所見が消失す
れば再び強度を引き上げるとのことであった。こ
うした取り組みによって、アキレス腱断裂など選
手生命に関わる疾病が減少したと報告されてい
る。

○アキレス腱症の患者に対する足底筋切除とアキ
レス腱のスクレイピングは疼痛減少と腱組織構造
の改善に有効である
Lorenzo Masciら(Pure Sports Medicine, London, 
United Kingdom)
　内容要約：近年、アキレス腱症を発症する重要な
原因の一つとして足底筋腱の関与が報告されてい
る。本調査の目的は足底筋腱とアキレス腱症の関

係を明らかにすることである。その方法として、足
底筋腱の関与が疑われているアキレス腱症の患者
18人に対して、足底筋切除とアキレス腱のスクレ
イピングを実施した。手術前後の症状を比較する
ために、患者の自己申告による痛みの点数化と
UTC検査が実施された。結果として、手術を受けた
全ての患者がその治療に満足し、18人中16人は損
傷前の状態に近づいた。今後、大規模かつ長期間に
わたる調査を実施する必要がある。
　本演題で発表されているスクレイピングという
手術法は、腱症に対する治療法の一つとして注目
されている。腱症の病態において認められる腱周
囲の過剰な血管や神経を除去する手術であり、腱
内部にメスを入れるわけではないため、手術によ
る侵襲が比較的小さい。本発表において、スクレイ
ピングには腱の除痛効果および、腱線維配列の整
列化を促す効果があることが明らかとなった。
　本手術法のウマでの応用はまだ報告されていな
い。競走馬に発生する浅屈腱炎では腱内部に極め
て著しい腱変性が生じるため、本法のように腱周
囲の余剰組織のみを取り除くことによって得られ
る治療効果は少ないかもしれない。
　本演題では治療効果を評価するために患者が感

じる痛みの点数化とUTCによる腱線維配列の検査
が用いられている。痛みの点数化は、症状を推し量
る方法として整形外科領域において多用されてい
るが、患者個人の主観的な評価になるために信頼
性が低い場合がある。また、ウマを対象とした場
合、痛みの区分をヒト同様に細分化することは困
難である。治療効果を客観的に評価するために、ヒ
ト腱組織に対してバイオプシーを実施し、組織病
理学的な検査を実施することがあるが、対象がア
スリートの場合は、腱組織に対する侵襲が高いた
めに実施は困難である。そうした理由があるため、
近年では組織病理検査の代替評価法として非侵襲
的なUTCが用いられる報告が多い。過去の報告で
は、UTCの所見と病理学的な検査所見がよく一致
していたことから、客観的な評価方法として利用
価値が高いとされている。本会においても、競走馬
に対して腱バイオプシーを実施することは著しく
困難であり、非侵襲的な方法による評価が必要と
されている。既に導入されている腱の組織構造を
精緻に評価できるMRIと腱の線維配列を評価でき
るUTCを組み合わせて利用することによって、従
来よりも詳細な客観的評価が可能になると考えら
れる。

　平成28年10月19日から10月26日まで南アフリ
カ共和国ケープタウンで開催された第4回国際腱
症シンポジウム( In t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加し、馬の再生医
療に関する研究から得られた成績の一部を発表し
ました。本稿では、このシンポジウムの概要と参加
して得られた腱・靱帯の治療に関する最新の知見
について紹介致します。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、南ア
フリカ共和国のケープタウンで開催されました
(図1)。ケープタウンは南アフリカ共和国の経済を
支える拠点として発展しており、2010年のサッ
カーワールドカップ開催に伴うインフラ整備や、
テーブルマウンテンなどの自然環境が国立公園と
して保全されていることから、南アフリカ共和国
の中でも観光客が比較的多く、国際的な学会や展
示会なども多く開催されている。

　本シンポジウムの会場となったSports Science 
Institute of South Africaはケープタウン総合大学
の組織の一つであり、150名を収容できる大会議
場とともにプールやトレーニングルームなどのジ
ムが備わっている施設であった(図2)。この施設で
は大学教員や学生らによって、腱・靱帯疾患を含め
たスポーツ傷害に対する適切なリハビリテーショ
ン法や傷害予防を目的とした運動解析など、ス
ポーツ医学に関する研究調査が実施されていた。

学会概要
　ISTSは、腱・靱帯に関する専門分野に特化した研
究者や整形外科医学に携わる臨床医師や獣医師が
参加しており、最新の研究内容や臨床成績を互い
に発表し、情報交換することを目的とした国際シ
ンポジウムである。本シンポジウムの名称に含ま
れているTendinopathy(腱症)という病態は、従来
の腱損傷に対する考え方とは異なる比較的新しい
腱疾患の概念であり、本学会を発起した研究者ら
によって提唱されたものである。そのため本シン
ポジウムは、整形外科に関する学会としては歴史
が浅く、2010年に初めて開催されて以来、今回で
まだ4回目(隔年開催)である。しかしながら現在で
は、Tendinopathyという病態が幅広く受け入れら
れており、この病態を解明することによって重篤

図6
(左)UTCによる人のアキレス腱の検査風景。 (右)UTCの解析結
果。
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な腱損傷の治療法や予防法を新たに発見できる可
能性が示唆されていることから、多くの研究や調
査が実施されている。そうした経緯があるため、本
シンポジウムには腱・靱帯に関する世界トップク
ラスの研究者や臨床医師が参加し、今後の研究や
臨床医学のトレンドを左右する重要なシンポジウ
ムであると認識されている。
　本シンポジウムのように腱・靱帯のみに焦点を
絞り、様々な観点からその病態を議論する学会は、
国内外においてほとんど存在しないため、我々に
とってもISTSは腱・靱帯疾患に関する研究の最前
線に触れることができる貴重な学会である。
　第4回となる本シンポジウムの参加者は100名
程度であった(図3)。本シンポジウムには、私の恩
師であり、ウマ臨床獣医師および研究者として高
名なRoger, Smith.教授(Royal Veterinary College: 
英国王立獣医大学)も参加されていたことから、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法に関

して、意見交換をすることができた(図4)。また、ウ
マの再生医療に関しても、最新情報や互いの成果
などを幅広く情報共有することができたため、非
常に有益であった。
　本シンポジウムの総講演数は77題であり、招聘
研究者による講演が5題、口頭発表が31題、ポス
ター発表が41題であった。発表演題の多くはヒト
医学を対象にした研究調査であるが、基礎的な内
容はウマにも共通するところがあった。また、臨床
的な内容であっても、診断装置や検査環境を整え
ることによって競走馬臨床に応用が期待できる発
表があり、演者と具体的な使用方法や利点につい
て意見交換が可能であった(図5)。発表演題以外に
も全員参加型のグループディスカッションが開催
され、研究者間において多数の意見が混在するト
ピックについて意見交換がなされた。今回は、腱症
のバイオマーカー候補の策定や効果的なリハビリ
テーション方法の実施方法が検討課題であり、各
分野の専門家が司会となって、参加者それぞれの
意見を取りまとめ、今後の指針作製に役立てるよ
うであった。

　以下に我々の発表演題について要旨を記載す
る。

○腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼ
ラチンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製
と移植法の検討
笠嶋快周1)・田村周久1)・琴寄泰光1)・福田健太郎1)・黒
田泰輔1)・田畑泰彦2)

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所
　【最初に】近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法とし
て間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めて
いる。しかし、実験小動物で報告された移植治療の
有用性は大動物では再現に至らないことが多い。
そこで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシ
ングルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞
活性の増強が期待できる細胞凝集体として移植す
る方法について検討を始めた。
　【材料と方法】4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。
　【結果】凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、
従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。
　【考察】本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。
　腱損傷に対する再生医療では、骨髄や脂肪組織
から分離した間葉系幹細胞を直接、損傷部局所に
移植する方法が用いられている。我々の研究では
移植した幹細胞が移植後早期に消失していること
がわかってきた。そこで、移植した幹細胞が少しで
も局所に留まり、腱組織に定着する方法の一つと
して幹細胞を凝集体として移植する方法について
検討を始めたところである。本発表では、移植可能
な凝集体の大きさの検討や移植後短期間の細胞の
動向について報告した。

　ポスター前ではオーストラリアの臨床医師から
移植法や研究内容について質問とアドバイスを受
け、情報交換ができたことは喜ばしいことであっ
た。

（笠嶋快周）

○ウマ浅屈腱内の新生血管はその後の腱損傷と関
連するのか？
田村周久1)・吉原英留2)・小平和道3)・黒田泰輔1)・福田
健太郎1)・笠嶋快周1)

1)JRA競走馬総合研究所・2)JRA栗東トレーニング・
センター・3)JRA美浦トレーニング・センター　　
　【最初に】超音波パワードップラー検査によって
描出される新生血管の増加は、tendinopathyの病
態または無症候性の病態であっても観察される
が、腱内の新生血管の明確な役割については議論
の余地がある。腱内の新生血管が腱断裂などの不
利な結果の予測因子になり得るかどうかを調査し
た報告は少ない。本調査における我々の目的は、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屈腱を用いて、新生血管が
認められた症例と認められなかった症例の浅屈腱
炎発症率を比較すること、および、調査開始後から
初めての出走までの期間の長短がその後の浅屈腱
炎の発症リスクに与える影響を検討することであ
る。
　【材料と方法】調査開始時に腱損傷を発症してい
ないサラブレッド種競走馬98頭を用いた前向き
コホート研究を実施した。浅屈腱における新生血
管の存在は、超音波パワードップラー検査による
陽性血流信号で規定した。調査開始後の浅屈腱炎
は獣医師による超音波検査を用いた診断にて規定
した。調査開始時から次の出走までの期間は公式
記録を用いて計算した。浅屈腱炎のハザードの比
を比較するハザード率はコックス比例ハザード回
帰法を用いて解析した。
　【結果】血管陽性頭数は43頭(43.9％)であった。
血管陰性症例の重篤な腱損傷の発生率は2.50 
injuries/100 horse-monthsであり、血管陽性症例
の腱損傷のハザードは有意に高かった(HR 2.38, 
95%CI 1.15-5.20, P=0.023)。血管陽性症例群にお
けるサブグループ解析において、調査開始後から

100日未満に出走した症例の腱損傷発症率は4.37 
injuries/100 horse-monthsであり、調査開始後か
ら100日経過後に出走した症例の腱損傷のハザー
ドは有意に低かった(HR0.316, 0.073-0.950, 
P=0.039)。
　【考察】腱内の新生血管の存在と、その後の浅屈
腱炎の発症には正の関係があることが示された。
また、血管陽性症例群では、浅屈腱炎の発症と次の
出走までの期間には逆の関係があった。本研究の
結果、腱内における新生血管の増加は、腱損傷の重
要な予後因子であることが示唆され、適切な休養
期間を設けることによって、そのリスクを減少で
きる可能性が考えられた。
　本ポスター発表後、超音波パワードップラー検
査を実施する上で、技術的に注意すべき点に関し
てSmith教授と意見交換することができた。Smith
教授らもウマの浅屈腱内に観察される血管に注目
して損傷腱組織の修復を評価する試みをされてい
るようであり、腱内血管が炎症の存在を示す一つ
の指標になり得ることに関して意見が一致した。
また、Smith教授からは、(非侵襲的な超音波パワー
ドップラー検査を利用することで、)わずかな異常
を早期に発見できたことは、運動強度の低減など
の対策を実施することで浅屈腱炎の発症や重篤化
を予防できる可能性があるため、更なる調査が楽
しみだという旨のコメントを頂き、研究内容を評
価して頂いた。

（田村周久）

　近年、腱構造（線維配列）の定量化のための信頼
できる診断方法として注目を集めている
Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）を紹介
するとともに、UTCを用いた研究演題についてそ
の概要を記す。
　UTCは一般的な超音波装置のプローブを専用の
アタッチメントに装着して、一定のスピードで遠
位方向に進め、連続した横断画像を得る。解析は、
連続した横断画像を三次元的に再構築し、腱線維
配列の状態をエコータイプI～IVの４段階の色調
を用いて評価する。青色はかなり良好、緑色は良
好、赤色は注意、黒色は危険な状態であることを示
している（図6）。

　本シンポジウムではUTCの企業出展があったた
め、担当者にウマへのUTCの応用に関して質問し
たところ、UTCは開発段階においてウマの腱組織
を多く用いて実験していたため、問題なく測定で
きるとのことであった。実際に、既にアメリカにお
いてウマへの臨床応用が進みつつあり、実績もあ
るようであった。こうしたヒト医療での研究報告
やウマ獣医療における販売業者の情報をふまえる
と、本会内においては、競走馬総合研究所常磐支所
における浅屈腱炎発症例に対するリハビリテー
ション業務や両トレーニング・センターにおける
現役競走馬に対する浅屈腱炎発症の予防につなが
る可能性が考えられる。しかし、その一方で前述の
Smith教授によると、ウマではUTCの検査所見と実
際の腱損傷の程度が一致しない事例もあるとのこ
とであり、不明な点も多く残っている。特に本会が
対象としているサラブレッド種競走馬は、一般的
な乗馬や欧米で多い愛玩用のウマとは異なり、非
常に高い腱組織強度が求められるので、競走馬臨
床におけるUTCの利用価値に関しては、更なる調
査が必要である。

○健常な腱の構造はどのように見えるのか？アキ
レス腱の組織特性の新たな洞察
E, Wezenbeek. ら (Department of Rehabilitation 
Sciences and Physiotherapy, Ghent University, 
Ghent, Belgium)
　近年、Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）
が、腱構造の定量化のための信頼できる方法とし
て導入された。 UTCの使用に関する報告が増えて
いるにもかかわらず、活動的な青年に基準となる
データがないことは注目に値する。したがって、本
研究の目的は、アキレス腱の基準値をUTCで定量
化して提供することであった。

　アキレス腱傷害の既往歴のない理学療法専攻の
学生70人（男性26人、女性44人）のアキレス腱を
UTCで走査して腱構造の特徴について考察した結
果、本研究では活動的で健常な青年のアキレス腱
が、中位でエコータイプIが54.6％、エコータイプII
が42.8％、エコータイプIIIが2.2％、エコータイプ
IVが0.3％であることを示した。腱の骨への移行部
と腱の中位の比較では、移行部にエコータイプII
が多くみられた（p <0.001）。さらに、女性は男性と
比較して、移行部と腱の中位の両部位で有意に多
くのエコータイプIIが観察された（それぞれp = 
0.004およびp = 0.003）。
　近年、ウマの腱損傷の早期診断に対するUTCの
応用が注目されている。UTCでは腱線維の配列性
をエコータイプI～IVの４段階で評価する。本研究
の成績から、健常人であっても性別や腱の部位に
よってUTCエコーパターンが異なることが明らか
となったことから、ウマへの応用を考える際にも、
年齢、性別、腱の部位などの基本的なエコータイプ
について検討する必要性があると思われた。

○バレーボール選手における7週間の運動負荷に
対する膝蓋腱構造の変化
LM Rabelloら(Department of Sports Medicine, 
University of Groningen, Groningen, University 
Medical Center Groningen, The Netherlands)
　内容要約：膝蓋腱症はバレーボールなどジャン
プ動作を伴うスポーツ選手に多く発生が認められ
る。膝蓋腱症に関連するリスク要因は様々である
が、運動量が一つの要因として考えられている。本
調査の目的は運動量と膝蓋腱構造の変化に関して
調査することである。その方法として、17名の男
性バレーボール選手を対象として、運動量と腱組
織構造の変化の関係を測定した。その結果、運動量
が多い程、腱組織の状態が悪化することが分かっ
たが、その悪化する理由に関しては更なる調査が
必要とされた。
　本調査はバレーボール選手を対象として、運動
量と腱組織の状態変化の関係を明らかにすること
を目的として実施された調査である。運動量とい
うあいまいな要素をできるだけ細分化するため
に、演者らは運動量を期間、強度、負荷量および

ジャンプ回数の4項目に分けて記録した。また、腱
組織の状態を評価する方法として、Ultrasound 
Tissue Characterization (UTC)という新しい超音
波技術を用いた。
　UTCは腱組織中の腱線維配列を評価する検査装
置であり、近年、一般販売された。超音波技術を用
いているため、非侵襲的な検査が可能である。専用
のアタッチメントを用いて、対象腱の横断画像を
連続的に記録し、内蔵ソフトウェアでそれらを3
次元的に再構築する(図6)。その3次元画像を用い
て腱線維配列を解析し、異常が認められた部位を
赤色で表示することによって、腱組織の損傷程度
を視覚的に評価できる。MRIと比較すると機器本
体の価格が低く、検査時間が短いことから、欧米の
ヒト整形医学領域において普及が進んでいるよう
である。近年では、特にトップアスリートを対象と
した調査が数多く報告されている。UTCには様々
な利用方法があり、本演題のように腱組織への負
荷と線維配列の変化を観察するといった基礎的な
研究内容の他に、重篤な腱損傷を既に発症してし
まったアスリートが競技復帰を目指す際に、適切
なリハビリテーション強度を決定するための参考
として用いられることもある。また、腱損傷を発症
していないアスリート(例として、プロのアメフト
チームやオランダのナショナル体操チームが挙げ
られていた)に対しては、重篤な腱損傷の発症を予
防する指標として用いられており、UTCをシーズ
ン前から定期的に実施し、異常所見が認められた
場合は運動レベルを引き下げ、異常所見が消失す
れば再び強度を引き上げるとのことであった。こ
うした取り組みによって、アキレス腱断裂など選
手生命に関わる疾病が減少したと報告されてい
る。

○アキレス腱症の患者に対する足底筋切除とアキ
レス腱のスクレイピングは疼痛減少と腱組織構造
の改善に有効である
Lorenzo Masciら(Pure Sports Medicine, London, 
United Kingdom)
　内容要約：近年、アキレス腱症を発症する重要な
原因の一つとして足底筋腱の関与が報告されてい
る。本調査の目的は足底筋腱とアキレス腱症の関

係を明らかにすることである。その方法として、足
底筋腱の関与が疑われているアキレス腱症の患者
18人に対して、足底筋切除とアキレス腱のスクレ
イピングを実施した。手術前後の症状を比較する
ために、患者の自己申告による痛みの点数化と
UTC検査が実施された。結果として、手術を受けた
全ての患者がその治療に満足し、18人中16人は損
傷前の状態に近づいた。今後、大規模かつ長期間に
わたる調査を実施する必要がある。
　本演題で発表されているスクレイピングという
手術法は、腱症に対する治療法の一つとして注目
されている。腱症の病態において認められる腱周
囲の過剰な血管や神経を除去する手術であり、腱
内部にメスを入れるわけではないため、手術によ
る侵襲が比較的小さい。本発表において、スクレイ
ピングには腱の除痛効果および、腱線維配列の整
列化を促す効果があることが明らかとなった。
　本手術法のウマでの応用はまだ報告されていな
い。競走馬に発生する浅屈腱炎では腱内部に極め
て著しい腱変性が生じるため、本法のように腱周
囲の余剰組織のみを取り除くことによって得られ
る治療効果は少ないかもしれない。
　本演題では治療効果を評価するために患者が感

じる痛みの点数化とUTCによる腱線維配列の検査
が用いられている。痛みの点数化は、症状を推し量
る方法として整形外科領域において多用されてい
るが、患者個人の主観的な評価になるために信頼
性が低い場合がある。また、ウマを対象とした場
合、痛みの区分をヒト同様に細分化することは困
難である。治療効果を客観的に評価するために、ヒ
ト腱組織に対してバイオプシーを実施し、組織病
理学的な検査を実施することがあるが、対象がア
スリートの場合は、腱組織に対する侵襲が高いた
めに実施は困難である。そうした理由があるため、
近年では組織病理検査の代替評価法として非侵襲
的なUTCが用いられる報告が多い。過去の報告で
は、UTCの所見と病理学的な検査所見がよく一致
していたことから、客観的な評価方法として利用
価値が高いとされている。本会においても、競走馬
に対して腱バイオプシーを実施することは著しく
困難であり、非侵襲的な方法による評価が必要と
されている。既に導入されている腱の組織構造を
精緻に評価できるMRIと腱の線維配列を評価でき
るUTCを組み合わせて利用することによって、従
来よりも詳細な客観的評価が可能になると考えら
れる。

　平成28年10月19日から10月26日まで南アフリ
カ共和国ケープタウンで開催された第4回国際腱
症シンポジウム( In t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加し、馬の再生医
療に関する研究から得られた成績の一部を発表し
ました。本稿では、このシンポジウムの概要と参加
して得られた腱・靱帯の治療に関する最新の知見
について紹介致します。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、南ア
フリカ共和国のケープタウンで開催されました
(図1)。ケープタウンは南アフリカ共和国の経済を
支える拠点として発展しており、2010年のサッ
カーワールドカップ開催に伴うインフラ整備や、
テーブルマウンテンなどの自然環境が国立公園と
して保全されていることから、南アフリカ共和国
の中でも観光客が比較的多く、国際的な学会や展
示会なども多く開催されている。

　本シンポジウムの会場となったSports Science 
Institute of South Africaはケープタウン総合大学
の組織の一つであり、150名を収容できる大会議
場とともにプールやトレーニングルームなどのジ
ムが備わっている施設であった(図2)。この施設で
は大学教員や学生らによって、腱・靱帯疾患を含め
たスポーツ傷害に対する適切なリハビリテーショ
ン法や傷害予防を目的とした運動解析など、ス
ポーツ医学に関する研究調査が実施されていた。

学会概要
　ISTSは、腱・靱帯に関する専門分野に特化した研
究者や整形外科医学に携わる臨床医師や獣医師が
参加しており、最新の研究内容や臨床成績を互い
に発表し、情報交換することを目的とした国際シ
ンポジウムである。本シンポジウムの名称に含ま
れているTendinopathy(腱症)という病態は、従来
の腱損傷に対する考え方とは異なる比較的新しい
腱疾患の概念であり、本学会を発起した研究者ら
によって提唱されたものである。そのため本シン
ポジウムは、整形外科に関する学会としては歴史
が浅く、2010年に初めて開催されて以来、今回で
まだ4回目(隔年開催)である。しかしながら現在で
は、Tendinopathyという病態が幅広く受け入れら
れており、この病態を解明することによって重篤
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な腱損傷の治療法や予防法を新たに発見できる可
能性が示唆されていることから、多くの研究や調
査が実施されている。そうした経緯があるため、本
シンポジウムには腱・靱帯に関する世界トップク
ラスの研究者や臨床医師が参加し、今後の研究や
臨床医学のトレンドを左右する重要なシンポジウ
ムであると認識されている。
　本シンポジウムのように腱・靱帯のみに焦点を
絞り、様々な観点からその病態を議論する学会は、
国内外においてほとんど存在しないため、我々に
とってもISTSは腱・靱帯疾患に関する研究の最前
線に触れることができる貴重な学会である。
　第4回となる本シンポジウムの参加者は100名
程度であった(図3)。本シンポジウムには、私の恩
師であり、ウマ臨床獣医師および研究者として高
名なRoger, Smith.教授(Royal Veterinary College: 
英国王立獣医大学)も参加されていたことから、ウ
マの腱・靱帯に関する治療方法や画像診断法に関

して、意見交換をすることができた(図4)。また、ウ
マの再生医療に関しても、最新情報や互いの成果
などを幅広く情報共有することができたため、非
常に有益であった。
　本シンポジウムの総講演数は77題であり、招聘
研究者による講演が5題、口頭発表が31題、ポス
ター発表が41題であった。発表演題の多くはヒト
医学を対象にした研究調査であるが、基礎的な内
容はウマにも共通するところがあった。また、臨床
的な内容であっても、診断装置や検査環境を整え
ることによって競走馬臨床に応用が期待できる発
表があり、演者と具体的な使用方法や利点につい
て意見交換が可能であった(図5)。発表演題以外に
も全員参加型のグループディスカッションが開催
され、研究者間において多数の意見が混在するト
ピックについて意見交換がなされた。今回は、腱症
のバイオマーカー候補の策定や効果的なリハビリ
テーション方法の実施方法が検討課題であり、各
分野の専門家が司会となって、参加者それぞれの
意見を取りまとめ、今後の指針作製に役立てるよ
うであった。

　以下に我々の発表演題について要旨を記載す
る。

○腱損傷治療を目的としたウマ間葉系幹細胞とゼ
ラチンマイクロスフィアによる細胞凝集体の作製
と移植法の検討
笠嶋快周1)・田村周久1)・琴寄泰光1)・福田健太郎1)・黒
田泰輔1)・田畑泰彦2)

1) JRA競走馬総合研究所・2）京都大学再生医科学研
究所
　【最初に】近年、腱・靱帯損傷の有望な治療法とし
て間葉系幹細胞（MSC）の移植治療が関心を集めて
いる。しかし、実験小動物で報告された移植治療の
有用性は大動物では再現に至らないことが多い。
そこで、従来から報告されてきた培養幹細胞をシ
ングルセルの状態で移植する方法に代えて、細胞
活性の増強が期待できる細胞凝集体として移植す
る方法について検討を始めた。
　【材料と方法】4頭のサラブレッド種の左右の浅
指屈筋腱に物理的に損傷を作製し、１肢には蛍光
標識したMSCとbFGFを含浸させたゼラチンマイ
クロスフィア（GMS）で作製した細胞凝集体を、対
側肢には標識MSCのみを移植した。移植1、2週間
後（各n=1）と1ヶ月後（n=2）に腱組織を採取し、移
植後のMSCの組織内の分布について組織学的に解
析した。
　【結果】凝集体として移植されたMSCは２週間後
まではGMSとともに損傷組織内に確認されたが、
従来法では腱内膜を中心に観察された。1ヶ月後
にはどちらの移植法でも腱内膜に極めて少数の
MSCしか観察されなかった。
　【考察】本PilotStudyでは、従来法に代えて細胞凝
集体として移植することで、移植から短期間は損
傷組織内におけるMSCの生存期間を延長できると
考えられた。しかし、移植から1ヶ月後には凝集体
として移植されたMSCの生存数や存在部位は従来
法と概ね同様であったことから、移植されたMSC
の組織への定着を向上させるには凝集体のサイズ
やGMSに含浸させる薬物などを検討する必要があ
る。
　腱損傷に対する再生医療では、骨髄や脂肪組織
から分離した間葉系幹細胞を直接、損傷部局所に
移植する方法が用いられている。我々の研究では
移植した幹細胞が移植後早期に消失していること
がわかってきた。そこで、移植した幹細胞が少しで
も局所に留まり、腱組織に定着する方法の一つと
して幹細胞を凝集体として移植する方法について
検討を始めたところである。本発表では、移植可能
な凝集体の大きさの検討や移植後短期間の細胞の
動向について報告した。

　ポスター前ではオーストラリアの臨床医師から
移植法や研究内容について質問とアドバイスを受
け、情報交換ができたことは喜ばしいことであっ
た。

（笠嶋快周）

○ウマ浅屈腱内の新生血管はその後の腱損傷と関
連するのか？
田村周久1)・吉原英留2)・小平和道3)・黒田泰輔1)・福田
健太郎1)・笠嶋快周1)

1)JRA競走馬総合研究所・2)JRA栗東トレーニング・
センター・3)JRA美浦トレーニング・センター　　
　【最初に】超音波パワードップラー検査によって
描出される新生血管の増加は、tendinopathyの病
態または無症候性の病態であっても観察される
が、腱内の新生血管の明確な役割については議論
の余地がある。腱内の新生血管が腱断裂などの不
利な結果の予測因子になり得るかどうかを調査し
た報告は少ない。本調査における我々の目的は、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屈腱を用いて、新生血管が
認められた症例と認められなかった症例の浅屈腱
炎発症率を比較すること、および、調査開始後から
初めての出走までの期間の長短がその後の浅屈腱
炎の発症リスクに与える影響を検討することであ
る。
　【材料と方法】調査開始時に腱損傷を発症してい
ないサラブレッド種競走馬98頭を用いた前向き
コホート研究を実施した。浅屈腱における新生血
管の存在は、超音波パワードップラー検査による
陽性血流信号で規定した。調査開始後の浅屈腱炎
は獣医師による超音波検査を用いた診断にて規定
した。調査開始時から次の出走までの期間は公式
記録を用いて計算した。浅屈腱炎のハザードの比
を比較するハザード率はコックス比例ハザード回
帰法を用いて解析した。
　【結果】血管陽性頭数は43頭(43.9％)であった。
血管陰性症例の重篤な腱損傷の発生率は2.50 
injuries/100 horse-monthsであり、血管陽性症例
の腱損傷のハザードは有意に高かった(HR 2.38, 
95%CI 1.15-5.20, P=0.023)。血管陽性症例群にお
けるサブグループ解析において、調査開始後から

100日未満に出走した症例の腱損傷発症率は4.37 
injuries/100 horse-monthsであり、調査開始後か
ら100日経過後に出走した症例の腱損傷のハザー
ドは有意に低かった(HR0.316, 0.073-0.950, 
P=0.039)。
　【考察】腱内の新生血管の存在と、その後の浅屈
腱炎の発症には正の関係があることが示された。
また、血管陽性症例群では、浅屈腱炎の発症と次の
出走までの期間には逆の関係があった。本研究の
結果、腱内における新生血管の増加は、腱損傷の重
要な予後因子であることが示唆され、適切な休養
期間を設けることによって、そのリスクを減少で
きる可能性が考えられた。
　本ポスター発表後、超音波パワードップラー検
査を実施する上で、技術的に注意すべき点に関し
てSmith教授と意見交換することができた。Smith
教授らもウマの浅屈腱内に観察される血管に注目
して損傷腱組織の修復を評価する試みをされてい
るようであり、腱内血管が炎症の存在を示す一つ
の指標になり得ることに関して意見が一致した。
また、Smith教授からは、(非侵襲的な超音波パワー
ドップラー検査を利用することで、)わずかな異常
を早期に発見できたことは、運動強度の低減など
の対策を実施することで浅屈腱炎の発症や重篤化
を予防できる可能性があるため、更なる調査が楽
しみだという旨のコメントを頂き、研究内容を評
価して頂いた。

（田村周久）

　近年、腱構造（線維配列）の定量化のための信頼
できる診断方法として注目を集めている
Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）を紹介
するとともに、UTCを用いた研究演題についてそ
の概要を記す。
　UTCは一般的な超音波装置のプローブを専用の
アタッチメントに装着して、一定のスピードで遠
位方向に進め、連続した横断画像を得る。解析は、
連続した横断画像を三次元的に再構築し、腱線維
配列の状態をエコータイプI～IVの４段階の色調
を用いて評価する。青色はかなり良好、緑色は良
好、赤色は注意、黒色は危険な状態であることを示
している（図6）。

　本シンポジウムではUTCの企業出展があったた
め、担当者にウマへのUTCの応用に関して質問し
たところ、UTCは開発段階においてウマの腱組織
を多く用いて実験していたため、問題なく測定で
きるとのことであった。実際に、既にアメリカにお
いてウマへの臨床応用が進みつつあり、実績もあ
るようであった。こうしたヒト医療での研究報告
やウマ獣医療における販売業者の情報をふまえる
と、本会内においては、競走馬総合研究所常磐支所
における浅屈腱炎発症例に対するリハビリテー
ション業務や両トレーニング・センターにおける
現役競走馬に対する浅屈腱炎発症の予防につなが
る可能性が考えられる。しかし、その一方で前述の
Smith教授によると、ウマではUTCの検査所見と実
際の腱損傷の程度が一致しない事例もあるとのこ
とであり、不明な点も多く残っている。特に本会が
対象としているサラブレッド種競走馬は、一般的
な乗馬や欧米で多い愛玩用のウマとは異なり、非
常に高い腱組織強度が求められるので、競走馬臨
床におけるUTCの利用価値に関しては、更なる調
査が必要である。

○健常な腱の構造はどのように見えるのか？アキ
レス腱の組織特性の新たな洞察
E, Wezenbeek. ら (Department of Rehabilitation 
Sciences and Physiotherapy, Ghent University, 
Ghent, Belgium)
　近年、Ultrasound Tissue Characterisation（UTC）
が、腱構造の定量化のための信頼できる方法とし
て導入された。 UTCの使用に関する報告が増えて
いるにもかかわらず、活動的な青年に基準となる
データがないことは注目に値する。したがって、本
研究の目的は、アキレス腱の基準値をUTCで定量
化して提供することであった。

　アキレス腱傷害の既往歴のない理学療法専攻の
学生70人（男性26人、女性44人）のアキレス腱を
UTCで走査して腱構造の特徴について考察した結
果、本研究では活動的で健常な青年のアキレス腱
が、中位でエコータイプIが54.6％、エコータイプII
が42.8％、エコータイプIIIが2.2％、エコータイプ
IVが0.3％であることを示した。腱の骨への移行部
と腱の中位の比較では、移行部にエコータイプII
が多くみられた（p <0.001）。さらに、女性は男性と
比較して、移行部と腱の中位の両部位で有意に多
くのエコータイプIIが観察された（それぞれp = 
0.004およびp = 0.003）。
　近年、ウマの腱損傷の早期診断に対するUTCの
応用が注目されている。UTCでは腱線維の配列性
をエコータイプI～IVの４段階で評価する。本研究
の成績から、健常人であっても性別や腱の部位に
よってUTCエコーパターンが異なることが明らか
となったことから、ウマへの応用を考える際にも、
年齢、性別、腱の部位などの基本的なエコータイプ
について検討する必要性があると思われた。

○バレーボール選手における7週間の運動負荷に
対する膝蓋腱構造の変化
LM Rabelloら(Department of Sports Medicine, 
University of Groningen, Groningen, University 
Medical Center Groningen, The Netherlands)
　内容要約：膝蓋腱症はバレーボールなどジャン
プ動作を伴うスポーツ選手に多く発生が認められ
る。膝蓋腱症に関連するリスク要因は様々である
が、運動量が一つの要因として考えられている。本
調査の目的は運動量と膝蓋腱構造の変化に関して
調査することである。その方法として、17名の男
性バレーボール選手を対象として、運動量と腱組
織構造の変化の関係を測定した。その結果、運動量
が多い程、腱組織の状態が悪化することが分かっ
たが、その悪化する理由に関しては更なる調査が
必要とされた。
　本調査はバレーボール選手を対象として、運動
量と腱組織の状態変化の関係を明らかにすること
を目的として実施された調査である。運動量とい
うあいまいな要素をできるだけ細分化するため
に、演者らは運動量を期間、強度、負荷量および

ジャンプ回数の4項目に分けて記録した。また、腱
組織の状態を評価する方法として、Ultrasound 
Tissue Characterization (UTC)という新しい超音
波技術を用いた。
　UTCは腱組織中の腱線維配列を評価する検査装
置であり、近年、一般販売された。超音波技術を用
いているため、非侵襲的な検査が可能である。専用
のアタッチメントを用いて、対象腱の横断画像を
連続的に記録し、内蔵ソフトウェアでそれらを3
次元的に再構築する(図6)。その3次元画像を用い
て腱線維配列を解析し、異常が認められた部位を
赤色で表示することによって、腱組織の損傷程度
を視覚的に評価できる。MRIと比較すると機器本
体の価格が低く、検査時間が短いことから、欧米の
ヒト整形医学領域において普及が進んでいるよう
である。近年では、特にトップアスリートを対象と
した調査が数多く報告されている。UTCには様々
な利用方法があり、本演題のように腱組織への負
荷と線維配列の変化を観察するといった基礎的な
研究内容の他に、重篤な腱損傷を既に発症してし
まったアスリートが競技復帰を目指す際に、適切
なリハビリテーション強度を決定するための参考
として用いられることもある。また、腱損傷を発症
していないアスリート(例として、プロのアメフト
チームやオランダのナショナル体操チームが挙げ
られていた)に対しては、重篤な腱損傷の発症を予
防する指標として用いられており、UTCをシーズ
ン前から定期的に実施し、異常所見が認められた
場合は運動レベルを引き下げ、異常所見が消失す
れば再び強度を引き上げるとのことであった。こ
うした取り組みによって、アキレス腱断裂など選
手生命に関わる疾病が減少したと報告されてい
る。

○アキレス腱症の患者に対する足底筋切除とアキ
レス腱のスクレイピングは疼痛減少と腱組織構造
の改善に有効である
Lorenzo Masciら(Pure Sports Medicine, London, 
United Kingdom)
　内容要約：近年、アキレス腱症を発症する重要な
原因の一つとして足底筋腱の関与が報告されてい
る。本調査の目的は足底筋腱とアキレス腱症の関

係を明らかにすることである。その方法として、足
底筋腱の関与が疑われているアキレス腱症の患者
18人に対して、足底筋切除とアキレス腱のスクレ
イピングを実施した。手術前後の症状を比較する
ために、患者の自己申告による痛みの点数化と
UTC検査が実施された。結果として、手術を受けた
全ての患者がその治療に満足し、18人中16人は損
傷前の状態に近づいた。今後、大規模かつ長期間に
わたる調査を実施する必要がある。
　本演題で発表されているスクレイピングという
手術法は、腱症に対する治療法の一つとして注目
されている。腱症の病態において認められる腱周
囲の過剰な血管や神経を除去する手術であり、腱
内部にメスを入れるわけではないため、手術によ
る侵襲が比較的小さい。本発表において、スクレイ
ピングには腱の除痛効果および、腱線維配列の整
列化を促す効果があることが明らかとなった。
　本手術法のウマでの応用はまだ報告されていな
い。競走馬に発生する浅屈腱炎では腱内部に極め
て著しい腱変性が生じるため、本法のように腱周
囲の余剰組織のみを取り除くことによって得られ
る治療効果は少ないかもしれない。
　本演題では治療効果を評価するために患者が感

じる痛みの点数化とUTCによる腱線維配列の検査
が用いられている。痛みの点数化は、症状を推し量
る方法として整形外科領域において多用されてい
るが、患者個人の主観的な評価になるために信頼
性が低い場合がある。また、ウマを対象とした場
合、痛みの区分をヒト同様に細分化することは困
難である。治療効果を客観的に評価するために、ヒ
ト腱組織に対してバイオプシーを実施し、組織病
理学的な検査を実施することがあるが、対象がア
スリートの場合は、腱組織に対する侵襲が高いた
めに実施は困難である。そうした理由があるため、
近年では組織病理検査の代替評価法として非侵襲
的なUTCが用いられる報告が多い。過去の報告で
は、UTCの所見と病理学的な検査所見がよく一致
していたことから、客観的な評価方法として利用
価値が高いとされている。本会においても、競走馬
に対して腱バイオプシーを実施することは著しく
困難であり、非侵襲的な方法による評価が必要と
されている。既に導入されている腱の組織構造を
精緻に評価できるMRIと腱の線維配列を評価でき
るUTCを組み合わせて利用することによって、従
来よりも詳細な客観的評価が可能になると考えら
れる。

　平成28年10月19日から10月26日まで南アフリ
カ共和国ケープタウンで開催された第4回国際腱
症シンポジウム( In t e r n a t i o n a l  S c i e n t i fi c  
Tendinopathy Symposium)に参加し、馬の再生医
療に関する研究から得られた成績の一部を発表し
ました。本稿では、このシンポジウムの概要と参加
して得られた腱・靱帯の治療に関する最新の知見
について紹介致します。

シンポジウム開催地および会場
　今回のInternational Scientific Tendinopathy 
Symposium (ISTS：国際腱症シンポジウム)は、南ア
フリカ共和国のケープタウンで開催されました
(図1)。ケープタウンは南アフリカ共和国の経済を
支える拠点として発展しており、2010年のサッ
カーワールドカップ開催に伴うインフラ整備や、
テーブルマウンテンなどの自然環境が国立公園と
して保全されていることから、南アフリカ共和国
の中でも観光客が比較的多く、国際的な学会や展
示会なども多く開催されている。

　本シンポジウムの会場となったSports Science 
Institute of South Africaはケープタウン総合大学
の組織の一つであり、150名を収容できる大会議
場とともにプールやトレーニングルームなどのジ
ムが備わっている施設であった(図2)。この施設で
は大学教員や学生らによって、腱・靱帯疾患を含め
たスポーツ傷害に対する適切なリハビリテーショ
ン法や傷害予防を目的とした運動解析など、ス
ポーツ医学に関する研究調査が実施されていた。

学会概要
　ISTSは、腱・靱帯に関する専門分野に特化した研
究者や整形外科医学に携わる臨床医師や獣医師が
参加しており、最新の研究内容や臨床成績を互い
に発表し、情報交換することを目的とした国際シ
ンポジウムである。本シンポジウムの名称に含ま
れているTendinopathy(腱症)という病態は、従来
の腱損傷に対する考え方とは異なる比較的新しい
腱疾患の概念であり、本学会を発起した研究者ら
によって提唱されたものである。そのため本シン
ポジウムは、整形外科に関する学会としては歴史
が浅く、2010年に初めて開催されて以来、今回で
まだ4回目(隔年開催)である。しかしながら現在で
は、Tendinopathyという病態が幅広く受け入れら
れており、この病態を解明することによって重篤
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　2016年11月23日～25日にオーストラリア連邦
ダーウィン市にて開催された、12th Australian 
A s s o c i a t i o n  o f  V e t e r i n a r y  L a b o r a t o r y  
Diagnosticiansに参加したので、概要と興味深かっ
た演題について報告する。筆者は2016年9月から
1年間、同国のメルボルン大学獣医学部に研修留
学中で、受け入れ先のJames Gilkerson教授から紹
介を受けて本学会へ参加する機会を得た。本学会
はオーストラリア国内で家畜感染症の診断を行う
実務者の集会で、各州の診断施設である
Veterinary Laboratoryの技術者、国や州の研究機
関である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市は、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。このため州の運営する診
断施設Berrimah Veterinary Laboratory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。今回の集会では、同施設の研
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属などの細菌による敗
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
ついての演題を発表した。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、併
せて以下に紹介する。

○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タンパク質の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て交叉
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6頭であった。2016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、基準どお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の組換えタンパク質を用いた
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%CI, 
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
はないことを捕捉し、問題提起という形で本演題
は終わった。
　質疑では、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
というやむを得ない事情の中で診断法を早期に実
装する必要があることから、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フ
レキシブルに考える必要があると考えられた。
　学会最終日には、Be r r imah  V e t e r i n a r y  
Laboratoryの見学ツアーがあった。検体受付、病理
解剖室、組織、細菌、ウイルス、寄生虫のそれぞれの
検査室が機能的に配置され、ペットを対象とした
動物病院や産業動物の臨床獣医師などから診断に

係る検体を受け付けている。先述のとおり、クロコ
ダイルも診断の対象である。従って同施設ではク
ロコダイル由来の培養細胞も保有しており、ウイ
ルス分離に用いているそうである。同施設はオー
ストラリア国内の検査機関認証制度である
National Association of Testing Authoritiesの認証
を受けているほか、国際的な認証制度である
ISO/IEC 17025も取得している。
　本学会では、個々の感染症の疫学に関する知見
だけではなく、診断業務を行う中で問題となるこ
とやその解決方法について、積極的に情報交換を
行っていたのが印象的であった。筆者もヘンドラ
ウイルスなどオーストラリア特有の感染症につい
て知見を深めることができて有意義であった。ま
た、学会のアクティビティの一つとして、大小様々
なクロコダイルを眺めながら食事を楽しむレスト
ランに行く機会があり、クロコダイルの子供を抱
くという得難い経験をすることとなった。

12th Australian Association of Veterinary
Laboratory Diagnosticiansに参加して

学会の主催者、Dr. Peter Kirkland（左）
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　2016年11月23日～25日にオーストラリア連邦
ダーウィン市にて開催された、12th Australian 
A s s o c i a t i o n  o f  V e t e r i n a r y  L a b o r a t o r y  
Diagnosticiansに参加したので、概要と興味深かっ
た演題について報告する。筆者は2016年9月から
1年間、同国のメルボルン大学獣医学部に研修留
学中で、受け入れ先のJames Gilkerson教授から紹
介を受けて本学会へ参加する機会を得た。本学会
はオーストラリア国内で家畜感染症の診断を行う
実務者の集会で、各州の診断施設である
Veterinary Laboratoryの技術者、国や州の研究機
関である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市は、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。このため州の運営する診
断施設Berrimah Veterinary Laboratory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。今回の集会では、同施設の研
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属などの細菌による敗
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
ついての演題を発表した。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、併
せて以下に紹介する。

○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タンパク質の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て交叉
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6頭であった。2016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、基準どお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の組換えタンパク質を用いた
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%CI, 
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
はないことを捕捉し、問題提起という形で本演題
は終わった。
　質疑では、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
というやむを得ない事情の中で診断法を早期に実
装する必要があることから、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フ
レキシブルに考える必要があると考えられた。
　学会最終日には、Be r r imah  V e t e r i n a r y  
Laboratoryの見学ツアーがあった。検体受付、病理
解剖室、組織、細菌、ウイルス、寄生虫のそれぞれの
検査室が機能的に配置され、ペットを対象とした
動物病院や産業動物の臨床獣医師などから診断に

係る検体を受け付けている。先述のとおり、クロコ
ダイルも診断の対象である。従って同施設ではク
ロコダイル由来の培養細胞も保有しており、ウイ
ルス分離に用いているそうである。同施設はオー
ストラリア国内の検査機関認証制度である
National Association of Testing Authoritiesの認証
を受けているほか、国際的な認証制度である
ISO/IEC 17025も取得している。
　本学会では、個々の感染症の疫学に関する知見
だけではなく、診断業務を行う中で問題となるこ
とやその解決方法について、積極的に情報交換を
行っていたのが印象的であった。筆者もヘンドラ
ウイルスなどオーストラリア特有の感染症につい
て知見を深めることができて有意義であった。ま
た、学会のアクティビティの一つとして、大小様々
なクロコダイルを眺めながら食事を楽しむレスト
ランに行く機会があり、クロコダイルの子供を抱
くという得難い経験をすることとなった。

ゲタウイルス感染症についての演題を発表する筆者
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　2016年11月23日～25日にオーストラリア連邦
ダーウィン市にて開催された、12th Australian 
A s s o c i a t i o n  o f  V e t e r i n a r y  L a b o r a t o r y  
Diagnosticiansに参加したので、概要と興味深かっ
た演題について報告する。筆者は2016年9月から
1年間、同国のメルボルン大学獣医学部に研修留
学中で、受け入れ先のJames Gilkerson教授から紹
介を受けて本学会へ参加する機会を得た。本学会
はオーストラリア国内で家畜感染症の診断を行う
実務者の集会で、各州の診断施設である
Veterinary Laboratoryの技術者、国や州の研究機
関である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市は、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。このため州の運営する診
断施設Berrimah Veterinary Laboratory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。今回の集会では、同施設の研
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属などの細菌による敗
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
ついての演題を発表した。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、併
せて以下に紹介する。

○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タンパク質の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て交叉
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6頭であった。2016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、基準どお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の組換えタンパク質を用いた
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%CI, 
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
はないことを捕捉し、問題提起という形で本演題
は終わった。
　質疑では、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
というやむを得ない事情の中で診断法を早期に実
装する必要があることから、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フ
レキシブルに考える必要があると考えられた。
　学会最終日には、Be r r imah  V e t e r i n a r y  
Laboratoryの見学ツアーがあった。検体受付、病理
解剖室、組織、細菌、ウイルス、寄生虫のそれぞれの
検査室が機能的に配置され、ペットを対象とした
動物病院や産業動物の臨床獣医師などから診断に

係る検体を受け付けている。先述のとおり、クロコ
ダイルも診断の対象である。従って同施設ではク
ロコダイル由来の培養細胞も保有しており、ウイ
ルス分離に用いているそうである。同施設はオー
ストラリア国内の検査機関認証制度である
National Association of Testing Authoritiesの認証
を受けているほか、国際的な認証制度である
ISO/IEC 17025も取得している。
　本学会では、個々の感染症の疫学に関する知見
だけではなく、診断業務を行う中で問題となるこ
とやその解決方法について、積極的に情報交換を
行っていたのが印象的であった。筆者もヘンドラ
ウイルスなどオーストラリア特有の感染症につい
て知見を深めることができて有意義であった。ま
た、学会のアクティビティの一つとして、大小様々
なクロコダイルを眺めながら食事を楽しむレスト
ランに行く機会があり、クロコダイルの子供を抱
くという得難い経験をすることとなった。

Berrimah Veterinary Laboratoryの外観

クロコダイルを抱く筆者
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エクワイン・ディジーズ・クォータリー（2017年2号の紹介）

時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
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疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。
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ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
E.T. Lyons, PhD
elyons1@uky.edu
(859) 218-1115
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。

連絡先： 
Jackie Smith, PhD, MSc, Dipl AVES 
jsmit8@uky.edu 
(859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY 

ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
E.T. Lyons, PhD
elyons1@uky.edu
(859) 218-1115
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。

連絡先： 
Jackie Smith, PhD, MSc, Dipl AVES 
jsmit8@uky.edu 
(859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY 

ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
E.T. Lyons, PhD
elyons1@uky.edu
(859) 218-1115
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。

連絡先： 
Jackie Smith, PhD, MSc, Dipl AVES 
jsmit8@uky.edu 
(859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY 

ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
E.T. Lyons, PhD
elyons1@uky.edu
(859) 218-1115
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。

連絡先： 
Jackie Smith, PhD, MSc, Dipl AVES 
jsmit8@uky.edu 
(859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY 

ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY

図1　UKVDLで診断されたノカルジア性胎盤炎の
症例数（1991年～2017年2月21日の出産シーズン） 

図2　UKVDLで診断されたノカルジア性胎盤炎の
月別症例数（2011年および2017年出産シーズン） 
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時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
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疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。

連絡先： 
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ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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時事解説
寄生虫駆除の将来像？
　本号では、Gene Lyons博士による重要なウマの
消化管寄生虫の駆除処置のこれまでの歴史や現状
について短報が寄せられている。1980年代初頭か
らこれまでに、新しい作用機序を有する新規駆虫薬
は導入されておらず、小形腸円虫や馬回虫の駆虫薬
耐性は常に増加している。耐性の獲得には時間がか
かるが、Lyons博士の研究は、一旦耐性を獲得する
と、その耐性が維持されることを明らかにした。
　今日、世界中のウマにおいて、少なくとも一つの
薬品類（同じ作用機序を有する複数の薬品）に対す
る耐性が存在することが予想でき、その圧倒的多
数の寄生虫は多剤耐性を示す。薬品類には3つの
選択肢しかなく、治療の選択肢が無くなっている。
問うべき問題は、この新たな危機にどのように立
ち向かえばよいか、そしてこの先どういったこと
が予想されるかということだ。
　その第一歩は、問題の大きさを認識することだ。
過去20年間にわたる推奨にもかかわらず、業界の
従事者の大半は、治療効果の有無、寄生の有無、気
候条件を考慮することなく、年間を通した頻回投
与という昔ながらの駆虫プログラムを使い続けて
いる。もし診断検査が行われなければ、耐性は証明
されないであろう。
　長い目で見て、我々には新しい作用機序を有す
る新たな種類の駆虫薬が必要だ。過去から学ぶこ
とは重要であるが、いつまでも効果がある薬品は
なく、そして過去の治療方針に戻るのは完全なる
過ちであるということを認識することが重要であ
る。医薬産業は、近い将来にウマ用製剤が開発され
ることを見込んでいない。最近の医薬品の傾向は、
駆虫薬の複合剤、すなわち同一の寄生虫をター
ゲットとする2種あるいはそれ以上の駆虫薬を含
む製剤である。羊産業での研究も、多剤耐性の出現

を避けるために投与頻度を減らすことの重要性を
強調してきた。筆者による最近のプロジェクトは、
薬剤の組み合わせによる初期の高い効率の重要性
を強調している。併用治療の効果が期待される効
果の95パーセントあるいはそれ以上である場合
と比較して著しく低い場合、急速に耐性を獲得す
る可能性がある。著者の研究室は、細菌性の駆虫剤
も研究している。自然界に存在するBac i l l u s  
thuringiensisのいくつかの株は、寄生虫を殺すこと
が出来る結晶タンパクを産生する。うまくいけば、
将来これは駆虫剤になり得るであろう。
　おそらく、将来の寄生虫の駆虫プログラムの最
も重要な要素は、より良い診断ツールを利用する
ことである。糞便中の虫卵検査は、駆虫プログラム
の基本であり続けるであろう。しかし、それらにも
幼虫期や特定の種の寄生虫の存在に関する情報が
得られないといった限界がある。最近の共同研究
により、主要な円虫の種および発育期特異的な血
清ELISAや子馬における回虫の大量寄生を調べる
ための超音波検査法など、いくつかの新たな診断
方法をもたらしてきた。ある現在進行形のプロ
ジェクトでは、ウマの体内に寄生する全ての寄生
虫種を特定するためのDNAシークエンシング技術
を応用している。最近、我々はスマートフォンを用
いた自動糞便虫卵検査システムを開発した。これ
により、糞便中の虫卵検査は、簡単、迅速かつ正確
に実施することが可能となった。これらの診断方
法を総合的に用いることにより、獣医師や畜主が
寄生虫駆除の十分な情報を得たうえで決定できる
ことが、最終的な目標である。効果的かつ持続可能
な寄生虫駆除への道程は、中心的な役割を果たし
ている獣医師による根拠に基づいたものである。

連絡先：
Martin K. Nielsen, DVM, PhD, DipEVPC

martin.nielsen@uky.edu
(859) 218-1103
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY

国際情報
2016年第4四半期 
　英国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。
　南アフリカ共和国において、アフリカ馬疫の単
発症例が発生した。まずハウテン州（10月）で、次
いでノースウエスト州（12月）において確認され
た。これらの地域では、アフリカ馬疫は風土病とさ
れている。
　馬インフルエンザの発生が、英国ならびに米国
で報告された。英国では3件の発生が確認され、そ
のうち2件は5ヶ月齢の子馬の単発症例であり、も
う1件は数頭のワクチン未接種馬の1群における
発生であった。米国では、インフルエンザが風土病
とされている4州において発生が確認された。
　当期において、フランス、ドイツ、アイルランド、
スイスならびに米国で腺疫の集団発生が認められ
た。確認された発生数は、フランスで12件、ドイツ
で5件、アイルランドで推定7件、スイスで2件、米
国で37件であり、これらの国では腺疫は風土病で
ある。発生のほとんどは単発症例であった。 
　馬ヘルペスウイルス1型（EHV-1）に関連する疾
患の発生が、フランス、ドイツ、日本、英国ならびに
米国で報告された。 呼吸器疾患は、フランス（4
件）、英国（6例；発生施設では神経疾患も数例発
生）および米国（複数の州で広範囲に発生）で確認
された。
　EHV-1による流産が、フランス（2施設で1例ず
つ）、ドイツ（1例）、日本（複数の施設においてサラ
ブレッド種あるいは非サラブレッド種の牝馬が1
例ずつ）、英国（2施設で1例ずつ）発生した。 EHV-1
に関連する神経疾患（脊髄脳症）が、フランス（2
件；そのうち1件は60頭からなる1群において9例
発症）、スイス（1例）、英国（2件；そのうち1件は当
初1例に発生し、その後複数例に発生）および米国

（2件；そのうち1件は高地の砂漠にある牧場で2例
に発生。もう１件は乗馬センターで６例に発生）で
発生した。
　馬ヘルペスウイルス4型による呼吸器疾患の発
生が、フランス（15件：ほとんどが単発症例）およ
びスイス（１件で４例）で報告された。米国では、複
数の州において馬ヘルペスウイルス2型および／
あるいは 5型の感染が認められ、それらの一部は
呼吸器疾患に関連していた。
　馬伝染性貧血の発生が、カナダ（サスカチュワン
州で１例）と米国（ユタ州で１例）で報告された。馬
ピロプラズマ病がフランスおよびスイスで発生し
た。馬ピロプラズマ病は、フランスでは風土病とさ
れている。スイスでは単発症例のみ報告された。 
　馬媾疹（馬ヘルペスウイルス３型）が米国のケン
タッキー州で１例診断された。またケンタッキー州
では、ノカルジア性胎盤炎が数例確認された。米国
の複数の州において、サルモネラ症の流行／症例の
発生が確認され、それらのいずれもC1群サルモネ
ラ感染が関与していた。β-2毒素産生遺伝型の
Clostridium perfringens A型によるクロストリジウ
ム腸炎の限定的な流行がケンタッキー州で報告さ
れた。 増殖性腸症（Lawsonia intracellularis）がケン
タッキー州およびミシガン州で数例確認された。
　2016年第4四半期においても、東部馬脳炎が米
国でさらに15例報告された。そのうち9例はウイ
スコンシン州で発生した。ウエストナイル脳炎が、
スペイン（9例）および米国（6州で20例。そのうち
11例がオクラホマ州）で確認された。米国の症例
のほとんどはワクチン未接種馬であった。 
　ロドコッカス関連疾患の発生が米国の多数の州
で継続しているが、今季中にはその一部が報告さ
れた。 
　2016年第4四半期中に確認されたその他疾患の
症例／流行の発生は以下のとおりであった。スイ
スでエールリヒア症（1件）、日本でゲタウイルス
感染（1例）、南アフリカ共和国の西ケープ州で馬
脳症（1例）が発生した。
 
ケンタッキー州における高齢馬の死亡原因につい
ての報告
　過去100年間に、社会の中におけるウマの役割

は、主に輸送と労働に必要不可欠なものから娯楽
のための動物にシフトしてきている。今日、ウマは
最も一般的にはコンパニオンアニマルであり、乗
馬用、繁殖用、競走用に用いられ、農場や牧場作業
に用いられることはごく僅かである。こうした用
途の変化は、高齢馬の増加をもたらし、高齢馬の健
康問題の複雑さをよりいっそう理解する必要性が
増した。
　ケンタッキー大学獣医学診断研究所（UKVDL）
は、ケンタッキー州における馬産業のサポートと
いう重要な役割を担っている。2010年6月1日か
ら2012年6月30日までの間に、15歳以上の高齢馬
113例がUKVDLで解剖に供された。これらの剖検
症例の記録から、高齢馬の死亡原因となった主な
臓器は消化器系であり、それに次いで僅差で循環
器系であることが明らかとなった。
　高齢馬に認められた消化器系の特定診断の結
果、以下の所見がみられた。ただし、これに限定す
るものではない：狭窄性脂肪腫、小腸の絞扼、失活
および／あるいは穿孔、胃穿孔、大腸変位、捻転、癒
着および／あるいは破裂、細菌性あるいは原因不
明の壊死性大腸炎。
　これらの疾患を予防することは通常困難である
が、オーナーが自分たちのウマの消化器の健康を
向上するような措置を行うことは可能である。充
分な粗飼料を継続的に給餌することは、あらゆる
年齢のウマにとって消化器系を健康に保つ効果が
ある。しかしながら、加齢に伴ってウマの歯は不均
等に磨り減ったり、亀裂が入ったり、割れてしまう
ことがあり、適切な咀嚼が妨げられ食物の消化が
遅れる。したがって、飼料を十分に咀嚼できないウ
マのために適切な代替栄養を与えるとともに適切
な歯の手入れを行うことは、高齢馬にとって重要
である。
　あらゆる年齢のウマにとって、適切な駆虫計画
を継続することは、消化管機能障害の防止に効果
がある。たとえば、寄生虫感染が十分に管理されな
かった場合、癒着が形成され、腸閉塞に至ることが
ある。また、条虫感染は盲腸便秘による疝痛を引き
起こすことがある。オーナーが疝痛や消化不良の
徴候に気付いた場合、例えば特定診断により整復
手術が実施された場合など、適切な時期の獣医の

介在によりウマの予後を改善出来ることがある。
　心血管系の疾病あるいは機能不全による死は、
予期しづらい。しかしながら、剖検記録をさらに精
査してみると、それほど意外なものではないこと
がわかってきた。主な死因が心血管系に起因して
いた症例のおよそ半数に、子宮動脈破裂が関与し
ていた。 この統計結果は、ケンタッキー州中心部
に多数の生産牧場が存在することに関連している
と推察された。繁殖牝馬が15歳以上の場合、子宮
動脈破裂の危険性の増加は世界中のオーナーや獣
医師にとって考慮すべき重要な問題である。さら
に、高齢牝馬では子宮動脈破裂の潜在的な危険性
が高いことから、高価な高齢牝馬から子馬を得る
ために、代理母馬への胚移植が選択肢となり得る。
しかしながら、いかなる医療技術も同様であるが、
胚移植や代理出産もまたリスクがないわけではな
く、また品種登録によっては制限される可能性が
ある。 
　ケンタッキー州の15歳以上の高齢馬の主な死
因に関する本予備調査において、高齢馬の医療管
理に対する潜在的な問題がはっきりと浮き彫りと
なったが、その一方で本研究から重要な方向性を
完全に確立するためには、過去の症例をより広く
調査する必要があるだろう。

連絡先：
Ashton B. Miller, Graduate Research Assistant,
in collaboration with Alan Loynachan, DVM, PhD 
and Amanda Adams, PhD
ashton.miller@uky.edu
(859) 257-4757
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
寄生虫の駆除：最新情報
　ウマの内部寄生虫は、何世紀にもわたって認識
されてきた。1900年代初頭まで、ウマの内部寄生
虫の駆除方法は科学的根拠を欠いていた。例えば、
1600年代には、摂取した血液があらゆる内部寄生
虫を殺すという理由からウマの口蓋を切開するこ
とが推奨されていた。1940年代から1980年代に

至るまで、約10年間隔で新たな機序の駆虫薬が開
発された。現在米国では、ウマの寄生虫駆除に、ベ
ンズイミダゾール（フェンベンダゾール やオキシ
ベンダゾール）、テトラヒドロピリミジン（パモ酸
ピランテルや酒石酸ピランテル）、大環状ラクトン
(イベルメクチンやモクシデクチン単独あるいは
プラジカンテルとの複合剤) のみが市販されてい
る。
　ウマの主な内部寄生虫には、ウマバエ幼虫、大円
虫、小円虫あるいは小型腸円虫、回虫、条虫などが
ある。大円虫（Strongylus属）は、最も重要なウマの
寄生虫の一つである。幼虫期の寄生虫は、血管内や
腹部臓器に迷入することによって疾病を引き起こ
す可能性がある。大円虫の場合、薬剤耐性は明らか
でない。小型円虫の幼虫は大円虫のようにウマの
中では体内移行を行わないが大腸粘膜内や粘膜下
層に被嚢を形成する。大腸の内層から多くの小円
虫幼虫が脱鞘する際に腸疾患が誘発されることが
あり、「幼虫シアトストーマ症」と呼ばれる。フェン
ベンダゾール、オキシベンダゾール、パモ酸ピラン
テルに対する耐性は、小円虫において現在一般的
に認められる。また、イベルメクチンやモクシデク
チンはともに、大腸管腔内の未成熟（L4）な小円虫
に対して効果的でなくなっており、生活環は短く
なっている。馬回虫の成虫が重度に感染すると虫
体の容積により、腸閉塞や腸破裂が起こることが
ある。回虫もまた、イベルメクチン、モクシデクチ
ン、パモ酸ピランテルに対して耐性を示すように
なってきた。ウマの内部寄生虫として述べる最後
のグループである、条虫（Anoprocephala属）もま
た、腸管の肥大、閉塞、腸重積、破裂を引き起こす可
能性があるが、薬剤耐性を示さない。
　1900年代初期より駆虫薬投与スケジュールは、
寄生虫の生活環に基づいてきた。1960年代中頃に
は、ウマは6～8週毎に大円虫の駆除がされるべき
であると提案されていた。この頻回の駆虫は、1）
大円虫が成熟する時間を与えないため、2）牧草地
への小円虫の虫卵排出を減らすため、3）回虫に成
熟する時間を与えないため、と考えられてきた。
糞便中に円虫卵数が多い場合は、牧草地が汚染さ
れていて、放牧しているウマが感染性幼虫を摂取
する可能性が増すことを示唆する。このように、糞

便1gあたりの虫卵数（EPG：eggs per gram）は最新
の駆虫スケジュールに利用されている。大円虫は
現在では稀であり、駆虫スケジュールはより緩や
かなものになっている。残念ながら、EPG値と小円
虫数との間に直接的な関連性はない。

　推奨されている駆虫プログラムは以下のとおり
である。
●　全てのウマを駆虫するというよりも、むしろ

それぞれ個々のウマに対する大円虫の EPG 
プロフィールを確立する。1,114頭のサラブ
レッド牝馬の研究では、1頭のウマあたり１
回の糞便採取で、大円虫 EPG プロフィール確
立に十分であったことが示された。

●　大円虫に対して、春と秋の年2回、イベルメク
チンあるいはモクシデクチン単独で、あるい
はプラジカンテルと併用して使用する。ベン
ズイミダゾールやピランテルは、小円虫に対
して効果がない可能性があるが、他の種に対
しては効果を示す可能性がある。

●　回虫寄生に対して子馬が1歳になるまで8週
間毎に投与する。現在ではオキシベンダゾー
ルが第一選択薬ついでフェンベンダゾールで
ある。

●　糞線虫はイベルメクチンあるいはオキシベン
ダゾールで、条虫はプラジカンテルあるいは
パモ酸ピランテル/ピランテル酒石酸塩で駆
虫する。

連絡先：
E.T. Lyons, PhD
elyons1@uky.edu
(859) 218-1115
Maxwell H. Gluck Equine Research Center
University of Kentucky
Lexington, KY
 
疫学的観点から見たノカルジア性胎盤炎
　2011年の子馬出産時期に、ケンタッキー州にお
いて発生したノカルジア性胎盤炎の流行は、馬産
業に大きな打撃を与えた。2011年に認められた程
の規模ではないものの、ケンタッキー州では2017

年の子馬の出産時期に過去数年と比較して、より
多くの症例が確認されている（図1）。ノカルジア
性胎盤炎は、1980年代中頃に最初に確認され、定
義づけられた。原因菌の塩基配列より、この大きな
細 菌 科 の 系 統 関 係 か ら「 ノ カ ル ジ ア 性
（nocardioform）」という用語が生まれた。最も一般
的な原因菌は、様々なAmyco la t op s i s属菌と
Streptomyces属菌およびCrossiella equiと同定され
ている。ノカルジア性胎盤炎の転帰は、流産、虚弱
子馬から正常子馬の出産まで様々で、胎盤炎の重
篤度による。症例によっては、子馬は生存が難し
く、安楽殺することもある。2011年は、胎盤の提供
と検査に対する助成金により、地元の馬産業の反
響が大きく、ノカルジア性胎盤炎症例提供数が記
録上最も多かった。良いニュースとして、2011年
は症例馬のうち70％が生存可能な子馬を出産し
た。

　2017年の出産シーズンのノカルジア性胎盤炎
増加の懸念は、2016年12月に地元の獣医師が本
症の増加を目の当たりにしていたことから明らか
となった。UKVDLの病理学者および疫学者は、
2017年1月に研究室に提出される症例の増加に気
が付き、LISTSERV（訳注：電子メール送付システム
の一種）とソーシャルメディアを通じて、地元の開
業獣医師や牧場経営者に対して警戒を促した。 
　一般的にどのような年でも、ノカルジア感染症
例は、早い年には10月に認められ翌年の5月まで
続く。症例のほとんどは12月から4月にかけて診
断され、通常3月中旬にピークに達する（図2）。
2017年2月の第3週目に、UKVDLは44例のノカル
ジア性胎盤炎を確認した。44例のうち31例は流

産、12例では子馬は生存し、1例は出産したが子馬
は死亡した。

　感染様式はいまだ特定されていない。ノカルジ
ア性胎盤炎の病変は、他の細菌種による胎盤炎あ
るいは敗血症による細菌性胎盤炎とは異なる。環
境要因は詳細に調査されており、早期段階の分析
の結果、ノカルジア性胎盤炎は暑い夏の乾燥した
気候の後に増加することが示唆されている。レプ
トスピラ症による流産が多い年には、通常ノカル
ジア性胎盤炎症例は発生が少なく、例年より高い
湿度の気候と相関している。ノカルジア性胎盤炎
発生農場の分析によって、妊娠馬頭数が多く、飼養
密度が高い大規模牧場ほど感染リスクが高くなる
ことがわかっている。予備データでは、厩舎内で過
ごす時間が長い牝馬ほど発症リスクが高いことが
示唆されており、放牧時間の増加は予防になると
思われる。交配前の非ステロイド系抗炎症薬
（NSAID）または黄体ホルモン処置が感染予防に有
効であるという統計データがあるが、これには更
なる研究が必要である。また交配後にヒト絨毛性
ゴナドトロピン（hCG）を投与された牝馬は、感染
リスクが著しく低くなるが、これについても更な
る研究が必要とされている。 
　2010年1月1日から2月17日の間にUKVDLに提
供されたノカルジア性胎盤炎症例からは、特定の
牝馬が本症を再発するという証拠はほとんど得ら
れていない。例外の一例として、2011年に検査さ
れた胎盤がノカルジア陽性と診断された1頭の牝
馬が、2016年には胎子がノカルジア症と診断され
た。ノカルジア性胎盤炎を発症した牝馬が再発す
る可能性は極めて低いと思われる。

連絡先： 
Jackie Smith, PhD, MSc, Dipl AVES 
jsmit8@uky.edu 
(859) 257-7559 
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory 
Lexington, KY 

ウマの心疾患
　ウマの心疾患は珍しいが、潜在的に重篤な状態
である。その臨床症状は、プアパフォーマンスから
突然死まで様々である。ウマの心疾患の原因には、
先天性奇形、慢性の弁変性、心筋症、炎症性あるい
は感染性疾患、腱策断裂、心臓毒などがある。本稿
では、ケンタッキー州中部のウマに関係する一般
的な心臓毒について触れる。
　イオノフォア（モネンシンやラサロシドなど）
は、ウシ、ブタあるいは鶏用の一般的な飼料添加物
あるいはサプリメントである。ウマがこれらに暴
露されるのは、イオノフォアを含むウシ用の濃厚
ミネラル配合飼料を摂取した場合や混入ミスの場
合である。 急性イオノフォア中毒は、心不全によ
る、食欲不振、筋振戦、頻脈や呼吸困難を引き起こ
す。ウマはイオノフォアの慢性的な暴露により、心
臓障害による発育不全、プアパフォーマンス、運動
不耐、浅速呼吸や突然死という結果に至る。ツチハ
ンミョウがアルファルファ干草内で見つかること
があるが、それらはカンタリジンと呼ばれる刺激
性物質を多く含んでいるため、ウマにとっては有
毒である。カンタリジンは微量であっても胃腸や
尿路を刺激する。中等量のカンタリジンは、心筋障
害、低カルシウム、同期性横隔膜粗動（訳注：その音
からthumps（心臓の鼓動のような音）と呼ばれる）
を引き起こす。多量のカンタリジンは、ショックあ
るいは数時間以内の死亡を起こす。
　イチイ（Taxus属）は、ケンタッキー州中部ではウ
マの中毒の一般的な原因である。イチイあるいは
ヨーロッパイチイは、人気のある常緑の観賞用低
木である。種を含めほぼ全ての部位に、タキシンと
呼ばれる毒性化合物が多く含まれている。冬にタ
キシン濃度は最も高くなる。わずかな量の本植物
由来物でも、急性心不全を引き起こすことがある。

タキシンの作用は早く、ヨーロッパイチイを摂取
したウマは、臨床兆候なしにしばしば死亡して発
見される。症状が認められる場合には、衰弱、協調
運動失調、心拍数減少、呼吸困難が見られる。
　マルバフジバカマは、米国東部に多く見られる
多年性の森林植物である。マルバフジバカマは、
「トリメトル」と呼ばれる化合物の混合物を含む。
本植物中のトリメトル濃度は生育場所や生育状態
によって様々であるため、中毒の発生は散発的で
ある。トリメトルはウマに鬱血性心不全や心筋の
変性を引き起こす。トリメトルは母乳中に移行で
きるため、哺乳期の子馬に中毒を起こす。
　シャクナゲ、ツツジ、月桂樹、アセビ、イワナンテ
ンは全てグラヤノトキシンを含む。グラヤノトキ
シンは、心拍数減少あるいは増加、リズム異常、脈
拍減少や心停止を引き起こす。これらの植物は葉
が緑のままのため、特に冬に魅力的に見える。
　トウワタあるいはヤナギトウワタは、自生する
が観賞用に栽培されている。トウワタのなかには
「カルデノライド」と呼ばれる心臓毒を含むものが
ある。植物を摂取して数時間以内に、臨床症状が発
現し始め、心拍数減少あるいは増加、低血圧、不整
脈が認められる。新鮮な心臓毒含有植物は一般的
に味が悪い。それらは刈り取られて、あるいは乾草
と一緒に梱包されて食べられることが多いが、新
鮮なものに劣らず有毒である。
　北アメリカ原産の毒ヘビには、マムシ、ガラガラ
ヘビ、ウォーターモカシン、アメリカマムシが挙げ
られる。ケンタッキー州中部には、ヨコシマガラガ
ラヘビやアメリカマムシが最も多く生息する。マ
ムシ毒の多くは、多数の異なる化学成分から成り、
それらのなかには未確認のものもある。ウマのヘ
ビによる咬傷のほとんどは、鼻孔周囲に生じるこ
とが多く、重度の腫脹や浮腫が認められることも
ある。鼻腔部が著しく腫脹する場合には、呼吸困難
に陥り、気管切開が必要となることもある。咬傷部
位周囲には、出血、組織壊死、二次細菌感染などが、
続発症としてよく認められる。毒のなかには、心臓
を障害する心臓毒を含むものがある。抗毒素血清
が利用可能であるが、既に生じてしまった組織障
害は元には戻らないため、直ちに投与する必要が
ある。

　他の多くの植物、薬物（キシラジンやテオフィリ
ンなど）や違法薬物（アンフェタミンやコカインな
ど）を含む他の多くの物質も心臓毒性の可能性が
ある。

連絡先：
Megan Romano, DVM

Veterinary toxicology resident
Megan.romano@uky.edu
(859) 257-6777
University of Kentucky Veterinary Diagnostic 
Laboratory
Lexington, KY
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【緒論】
　第三足根骨板状骨折に対する保存療法について
は報告がある。しかし、骨折片が徐々に背側に変位
することにより関節面の整合性が失われ、足根中
足関節および遠位足根間関節の骨関節症を継発す
るリスクが生じる。螺子固定による整復の目的は、
骨折片を圧迫してコンプレッションをかけ、一次
骨癒合を最適化し、関節の不整合を最小限にする
ことである。これによりリハビリ期間を短縮する
ことが可能であると報告されている。骨折片を圧
迫するためには骨折線に対して垂直にインプラン
トを設置することが重要であるため、螺子は背外
側から底内側方向に挿入される。しかし、この技術
に関して詳細に記述された報告はこれまでない。
本研究の目的は、第三足根骨板状骨折の低侵襲整
復法について記載し、英国のサラブレッド種競走
馬における本手術の結果を報告することである。

【材料と方法】
　2009年から2014年までにNewmarket Equine 
Hospitalにて第三足根骨板状骨折整復術を行った
すべての馬の症例記録を用いた回顧的分析を行っ
た。

手術手技
　すべての馬は全身麻酔下において、罹患肢を上
にした横臥位で整復術を行った。
　骨折の近位および遠位の境界を明確にするため
に、経皮的に目印となる針（22G×40mm）をＸ線
ガイド下で肢の長軸に対して垂直に、遠位足根間
関節および足根中足関節の背外側から刺入した。
これらの針の間および長趾伸筋腱と外側趾伸筋腱
の間の領域は第三足根骨の背外側面への直接的な
アプローチとなる。近位背外側から遠位底内側方
向へ、理想的な螺子の方向に一致するよう18G・
89mmのスパイナル針をこの領域の中心に刺入し
た。事前に測定した背内側－底外側（DM-PLO）方
向のＸ線撮影を繰り返し、方向が正しくなるまで
針を調節して、針の長軸が遠位足根間関節と足根
中足関節に水平になるようにした（X線を関節面
と完全に同一直線上に照射することが重要）。螺子
の内外側方向における中心位置を確認するため
に、骨折面が明瞭に描出されたＸ線画像において、
針先が第三足根骨の背側表面に位置するように
（Ｘ線画像上で骨と重ならないように）設置した。
これらの２次元的パラメーターの組み合わせによ
り、安全かつ適切な整復のために必要な３次元的

評価が可能となった。２症例においては19G・
40mmの針を底外側の皮膚からスパイナル針に平
行に刺入し、最初の造孔プロセスの際の近遠位方
向の視覚的ガイドとして用いた。
　スパイナル針の位置で、NO.11メスを用いて皮
膚から第三足根骨表面まで垂直に穿刺切開を行っ
た（長さ1cm以下）。スパイナル針の方向（近位背外
側から遠位底内側方向）に沿って骨折面に達する
3.5mmグライドホールを作製した。グライドホー
ルの深さは術前のＸ線学的検査で決定され、術中
にも確認を行った。2.5mmのスレッドホールを術
前のＸ線画像において決定した深さまで造孔し、
デプスゲージを用いて深さを確認した。スレッド
ホールの長さは骨折片のサイズによって異なる
が、骨体の大きさを超えてはならない。すべての螺
子孔においてカウンターシンクを行い、ねじ山を
作製した後、適切な長さの3.5mm皮質骨螺子を挿
入して締めた。術前と同様のDM-PLO方向のＸ線
検査を行い、骨片の圧迫を評価した。　

【結果】
　17症例が確認され、すべて調教中（16例は平地、
1例は障害）のサラブレッド種競走馬であった。
　すべての馬が問題なく全身麻酔から覚醒し、術
後の合併症は見られなかった。すべての馬のフォ
ローアップ情報が得られた。執筆時点において、3
例は未だ術後のリハビリ中である。1例は引退し
て種馬となり、2例は出走には至っていないが調
教中である。11例が術後に競走復帰し、うち5例は
骨折する以前に出走歴のある馬であった。手術か
ら出走までの平均期間は7ヶ月（中央値9.2、範囲5
～20）だった。
　15例において術後1ヶ月から18ヶ月の間にＸ線
検査によるフォローアップ情報が得られた。すべ
ての症例において術後4～6ヶ月でＸ線画像上の
治癒が認められた。骨梁パターンの消失、骨密度低
下および／または軟骨下骨の鮮明度の低下が認め
られた症例では、これらのパラメーターは骨折の

治癒に伴ってすべて改善された。関節包および関
節周囲の骨新生は5例で進行し、1例で術後に発生
した。

【考察】
　関節内骨折固定の目標は第一に骨癒合を促進
し、骨の一致性を維持あるいは回復させることに
よって関節の損傷および続発性骨関節症の進行を
最小限にすることである。本研究においては、すべ
ての症例で外科治療が推奨され、十分なフォロー
アップが行われた馬の79％が競走復帰した。第三
足根骨板状骨折に対する保存療法の結果、70％が
競走復帰したとする4件の既報と比較して、本研
究の結果からは外科治療が保存療法より優れてい
ることが示唆された。あるレビューでは保存療法
を上回る外科手術の利点を疑問視していたが、外
科治療を実施した症例数が少なく（57頭中5頭）、
選定基準も不明瞭だった。その研究ではサラブ
レッド種競走馬において保存療法を実施した症例
では71％が、外科手術を実施した症例は5例中3例
（60％）が競走復帰した。さらに別の報告では、5例
中2例で手術を実施した。今回報告した低侵襲法
を用いれば、正確に螺子を挿入するために外側お
よび長趾伸筋腱の間を大きく切開する必要はな
い。
　第三足根骨の骨折は若齢馬で最も多く発生す
る；本研究における中央値は2歳であった。手術を
推奨する理由の一つは、保存療法と比較して早期
の競走復帰が可能なことである。本研究では保存
療法を行った馬とのリハビリ期間の比較研究がで
きなかった。しかしながら、手術を行った馬の予後
は良好（79％）で、骨折以前と同程度あるいはより
良い運動能力レベルまで回復したことが示され
た。
　第三足根骨板状骨折に対して本研究で紹介した
手術手技は安全かつ適切な方法であるといえるだ
ろう。

第三足根骨板状骨折：サラブレッド種競走馬17症例
における3.5mm皮質骨螺子1本を用いた低侵襲整復法

Slab fractures of the third tarsal bone: Minimally invasive repair using a single 
3.5 mm cortex screw placed in lag fashion in 17 Thoroughbred racehorses

W. H. J. Barker and I. M. Wright
Equine Veterinary Journal 0 (2016) 1-5
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【緒論】
　第三足根骨板状骨折に対する保存療法について
は報告がある。しかし、骨折片が徐々に背側に変位
することにより関節面の整合性が失われ、足根中
足関節および遠位足根間関節の骨関節症を継発す
るリスクが生じる。螺子固定による整復の目的は、
骨折片を圧迫してコンプレッションをかけ、一次
骨癒合を最適化し、関節の不整合を最小限にする
ことである。これによりリハビリ期間を短縮する
ことが可能であると報告されている。骨折片を圧
迫するためには骨折線に対して垂直にインプラン
トを設置することが重要であるため、螺子は背外
側から底内側方向に挿入される。しかし、この技術
に関して詳細に記述された報告はこれまでない。
本研究の目的は、第三足根骨板状骨折の低侵襲整
復法について記載し、英国のサラブレッド種競走
馬における本手術の結果を報告することである。

【材料と方法】
　2009年から2014年までにNewmarket Equine 
Hospitalにて第三足根骨板状骨折整復術を行った
すべての馬の症例記録を用いた回顧的分析を行っ
た。

手術手技
　すべての馬は全身麻酔下において、罹患肢を上
にした横臥位で整復術を行った。
　骨折の近位および遠位の境界を明確にするため
に、経皮的に目印となる針（22G×40mm）をＸ線
ガイド下で肢の長軸に対して垂直に、遠位足根間
関節および足根中足関節の背外側から刺入した。
これらの針の間および長趾伸筋腱と外側趾伸筋腱
の間の領域は第三足根骨の背外側面への直接的な
アプローチとなる。近位背外側から遠位底内側方
向へ、理想的な螺子の方向に一致するよう18G・
89mmのスパイナル針をこの領域の中心に刺入し
た。事前に測定した背内側－底外側（DM-PLO）方
向のＸ線撮影を繰り返し、方向が正しくなるまで
針を調節して、針の長軸が遠位足根間関節と足根
中足関節に水平になるようにした（X線を関節面
と完全に同一直線上に照射することが重要）。螺子
の内外側方向における中心位置を確認するため
に、骨折面が明瞭に描出されたＸ線画像において、
針先が第三足根骨の背側表面に位置するように
（Ｘ線画像上で骨と重ならないように）設置した。
これらの２次元的パラメーターの組み合わせによ
り、安全かつ適切な整復のために必要な３次元的

評価が可能となった。２症例においては19G・
40mmの針を底外側の皮膚からスパイナル針に平
行に刺入し、最初の造孔プロセスの際の近遠位方
向の視覚的ガイドとして用いた。
　スパイナル針の位置で、NO.11メスを用いて皮
膚から第三足根骨表面まで垂直に穿刺切開を行っ
た（長さ1cm以下）。スパイナル針の方向（近位背外
側から遠位底内側方向）に沿って骨折面に達する
3.5mmグライドホールを作製した。グライドホー
ルの深さは術前のＸ線学的検査で決定され、術中
にも確認を行った。2.5mmのスレッドホールを術
前のＸ線画像において決定した深さまで造孔し、
デプスゲージを用いて深さを確認した。スレッド
ホールの長さは骨折片のサイズによって異なる
が、骨体の大きさを超えてはならない。すべての螺
子孔においてカウンターシンクを行い、ねじ山を
作製した後、適切な長さの3.5mm皮質骨螺子を挿
入して締めた。術前と同様のDM-PLO方向のＸ線
検査を行い、骨片の圧迫を評価した。　

【結果】
　17症例が確認され、すべて調教中（16例は平地、
1例は障害）のサラブレッド種競走馬であった。
　すべての馬が問題なく全身麻酔から覚醒し、術
後の合併症は見られなかった。すべての馬のフォ
ローアップ情報が得られた。執筆時点において、3
例は未だ術後のリハビリ中である。1例は引退し
て種馬となり、2例は出走には至っていないが調
教中である。11例が術後に競走復帰し、うち5例は
骨折する以前に出走歴のある馬であった。手術か
ら出走までの平均期間は7ヶ月（中央値9.2、範囲5
～20）だった。
　15例において術後1ヶ月から18ヶ月の間にＸ線
検査によるフォローアップ情報が得られた。すべ
ての症例において術後4～6ヶ月でＸ線画像上の
治癒が認められた。骨梁パターンの消失、骨密度低
下および／または軟骨下骨の鮮明度の低下が認め
られた症例では、これらのパラメーターは骨折の

治癒に伴ってすべて改善された。関節包および関
節周囲の骨新生は5例で進行し、1例で術後に発生
した。

【考察】
　関節内骨折固定の目標は第一に骨癒合を促進
し、骨の一致性を維持あるいは回復させることに
よって関節の損傷および続発性骨関節症の進行を
最小限にすることである。本研究においては、すべ
ての症例で外科治療が推奨され、十分なフォロー
アップが行われた馬の79％が競走復帰した。第三
足根骨板状骨折に対する保存療法の結果、70％が
競走復帰したとする4件の既報と比較して、本研
究の結果からは外科治療が保存療法より優れてい
ることが示唆された。あるレビューでは保存療法
を上回る外科手術の利点を疑問視していたが、外
科治療を実施した症例数が少なく（57頭中5頭）、
選定基準も不明瞭だった。その研究ではサラブ
レッド種競走馬において保存療法を実施した症例
では71％が、外科手術を実施した症例は5例中3例
（60％）が競走復帰した。さらに別の報告では、5例
中2例で手術を実施した。今回報告した低侵襲法
を用いれば、正確に螺子を挿入するために外側お
よび長趾伸筋腱の間を大きく切開する必要はな
い。
　第三足根骨の骨折は若齢馬で最も多く発生す
る；本研究における中央値は2歳であった。手術を
推奨する理由の一つは、保存療法と比較して早期
の競走復帰が可能なことである。本研究では保存
療法を行った馬とのリハビリ期間の比較研究がで
きなかった。しかしながら、手術を行った馬の予後
は良好（79％）で、骨折以前と同程度あるいはより
良い運動能力レベルまで回復したことが示され
た。
　第三足根骨板状骨折に対して本研究で紹介した
手術手技は安全かつ適切な方法であるといえるだ
ろう。
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【はじめに】
　ホースセラピーは、馬を用いた障害者などを対
象とする療法の一種であり、騎乗者の骨盤の動き
が健常者の地上での歩行時に近いため、体幹の筋
肉が活性化して胴体を安定化させるという利点が
ある。そのためには馬の動きに制限がないことが
重要だが、セラピーホースの騎乗者はバランス感
覚や重心移動に乏しいことが多いため、これらの
馬は筋肉痛や腰痛などの可動域の制限に繋がる疾
患に罹りやすい。従って、患者(騎乗者)に対してよ
り効果的な治療を行えるよう、セラピーホースに
は最大限の可動域を維持するためのケアが重要と
なる。
　馬の骨盤の立体的な動作には、腹筋や軸下筋お
よび軸上筋などが影響するとされているため、こ
れらの筋肉の強化を目的とした特別な運動が必要
となる。加えて、骨盤を支持する筋肉は関節の整合
性を維持し、後肢で生じる動力を胴に伝達する上
で不可欠となる。
　ヒトにおける動的ストレッチ運動(DME) や体操
トレーニング(GYM)は、怪我の予防に関連する筋
肉のストレッチや強化に繋がることが良く知られ

ている。運動前にDMEによる筋肉のストレッチを
実施することで、筋力や筋強度の低下時において
も筋緊張リスクを軽減する。また、GYMによる強
化トレーニングは筋力を増大させるだけでなく、
深部の支持筋肉を強化させる働きによって怪我を
防ぐ。DMEの科学的な効果として、軸上筋である
多裂筋(MM)の横断面積の増大に関する評価が報
告されている。多裂筋は腹筋や骨盤支持筋肉の強
化に繋がるとされている。また、GYMは、腹筋や軸
下筋および骨盤支持筋肉の強化に効果があるとさ
れている。
　本研究の目的は、セラピーホースにおけるDME
およびGYMの効果を検証するものであり、習慣的
なDMEトレーニングは軸上筋の増大と関連し、習
慣的なGYMトレーニングは腹筋や軸下筋および
骨盤支持筋肉の強化によりストライドを向上させ
ると仮説を立てた。

【材料および方法】
　実験設計
　9頭のセラピーホース(交雑種)を無作為に、運動
なし(SED)、DME、DME+GYMの3グループに分けて

実験を行った。
　実験期間は3ヶ月とし、週に3日、25分間のホー
スセラピー活動を継続した。これに加えて、本実験
の運動を週に3日実施した。SEDグループは通常の
セラピー活動以外の運動は実施しないものとし
た。DMEグループは、多裂筋を活性強化するスト
レッチを10種類(頸部屈曲運動：胸前、腕節間およ
び前肢球節への顎の接触、頸部伸長運動、頸部左右
側屈運動：肩部、腹部、後肢球節への顎の接触)実施
した。これらを各5回反復し、ストレッチ状態で5
秒静止するよう実施した。DME+GYMグループに
ついては、前述のDME運動に加えて骨盤の傾転、
後退、小旋回、常歩による障害飛越を実施し、腹筋
や骨盤支持筋肉の強化を目的とした。骨盤の傾転
については、傾転を5秒間維持し、5回反復するも
のを1セットとして行った。後退運動は、直線を10
歩連続で後退するものとした。小旋回は、円柱の周
囲を小円を描くように旋回し、1セットにつき左
右3週行った。障害運動については、40cmのポー
ルを常歩にて跨ぎ、時計回りおよび半時計回りを
合計10分間行った。
　実験による変化は、運動実験開始前および3ヶ
月の運動実験期間終了時点の2点において評価さ
れた。

各項目における測定
　直線ストライドについては、その質および後肢
の動作を評価するに当たり、ストライドの長さ
(SL)およびトラッキングの長さ(TD)を測定した。
　TDについては、左後肢と左前肢の着地点間の距
離とし、左前肢が先着した場合を正の値、先着しな
かった場合を負の値として測定した。左後肢が左
前肢と同じ位置に着地した場合の値は0とした。
軸上筋の発達については、超音波画像を用いた背
最長筋(LD)の厚さと多裂筋(MM)の横断面積の測
定が行われた。

【結果】
　3ヶ月に渡る実験を通して、SLはDME+GYMグ
ループにおいて10.67±2.08cmの有意な向上を示
し、実験終了時点の比較においては、DME+GYMグ
ループのSLは他の2グループと比較して有意に長

かった。実験開始前におけるTDは、いずれも負の
値を示したが、DME+GYMグループにおいてのみ、
16 . 7 3±2 . 2 0 c mの有意な向上を見せた。
DME+GYMグループの馬は実験終了時点のTDに
おいて、平均5.30±1.0cmの正の値を示し、他の2
グループよりも有意に長かった。
　LDの厚さについては実験前後およびグループ
間における有意差はみられなかった。多裂筋の横
断面積については、実験前後でDMEグループにお
いて3.55cm2、DME+GYMグループにおいて
3.78cm2の面積の増大がみられた。実験終了時点
における計測では、両グループ間の値に差はみら
れなかったものの、いずれもSEDより大きい値を
示した。

【考察】
　結果から、GYM運動がストライドの長さ(SL)お
よびトラッキングの長さ(TD)の向上に関連してい
ることが示された。加えて、多裂筋(MM)の横断面
積は、DME運動を行った馬において有意な増大を
示した。
　常歩におけるSLは腹筋の活性や近位関節(股関
節など)の屈曲・伸展によって生じる肢の振り出し
および引き戻しの力の影響を受ける。GYM運動、
特に骨盤の傾転、後退運動、小旋回は、脊椎の柔軟
性の向上や腹筋強化、肢関節における可動域の増
大、外転筋の強化を期待できるものとして用いた。
近位肢関節の可動域がより大きければ、後肢の振
出しが増大し、SLおよびTDの向上に繋がると考え
られる。SLの向上に関与する運動学的変化は馬の
背中の揺れを増大させる可能性があり、その結果、
馬の動作によるセラピー効果が向上すると考えら
れる。
　背最長筋(LD) はサスペンション期(四肢が完全
に地面から離れる期間) や旋回時に活性するため、
常歩による直線トレーニングのみを実施した本研
究においては、LDの有意な肥大は見られなかっ
た。LDの発達には、サスペンション期を含むより
速い速度運動および旋回運動を要すると考えられ
る。
　多裂筋(MM)は深部に存在し、ヒトにおいては脊
椎同士の連結を強化させ、脊柱の安定を保つため

に活性化していることが示されている。セラピー
ホースにおいては、患者のバランス感覚の乏しさ
や重心の不安定さを伴うため、このような脊柱の
安定性がより重要となる。
　本研究における結果では、多裂筋の横断面積の
有意な増加から、DME運動が多裂筋強化の要因と
なっていることが示唆される。DME＋GYMグルー
プについては、GYMを加えたことによる多裂筋の
筋肥大は見られなかった。馬における多裂筋が運
動時における脊柱の安定化に働くのであれば、多
裂筋の筋肥大は後肢からの推進力の伝達を促進す
ることによって、競技パフォーマンスの向上に繋

がると考えられる。

【結論】
　結果から、GYM運動を週に3回実施することで、
ストライドおよび患者へのセラピー効果が向上す
る要因となるSLおよびTDを増大させることが分
かった。また、DME運動を週に3回行うことで、随
意運動における椎関節の安定化を図るとされてい
る多裂筋の肥大がみられた。これらのセラピー
ホースにおける運動内容は、より高度なセラピー
効果をもたらすであろう。

セラピーホースにおける体操トレーニングと動的ストレッチ運動は
ストライドの向上と軸上筋の増大に繋がる
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【はじめに】
　ホースセラピーは、馬を用いた障害者などを対
象とする療法の一種であり、騎乗者の骨盤の動き
が健常者の地上での歩行時に近いため、体幹の筋
肉が活性化して胴体を安定化させるという利点が
ある。そのためには馬の動きに制限がないことが
重要だが、セラピーホースの騎乗者はバランス感
覚や重心移動に乏しいことが多いため、これらの
馬は筋肉痛や腰痛などの可動域の制限に繋がる疾
患に罹りやすい。従って、患者(騎乗者)に対してよ
り効果的な治療を行えるよう、セラピーホースに
は最大限の可動域を維持するためのケアが重要と
なる。
　馬の骨盤の立体的な動作には、腹筋や軸下筋お
よび軸上筋などが影響するとされているため、こ
れらの筋肉の強化を目的とした特別な運動が必要
となる。加えて、骨盤を支持する筋肉は関節の整合
性を維持し、後肢で生じる動力を胴に伝達する上
で不可欠となる。
　ヒトにおける動的ストレッチ運動(DME) や体操
トレーニング(GYM)は、怪我の予防に関連する筋
肉のストレッチや強化に繋がることが良く知られ

ている。運動前にDMEによる筋肉のストレッチを
実施することで、筋力や筋強度の低下時において
も筋緊張リスクを軽減する。また、GYMによる強
化トレーニングは筋力を増大させるだけでなく、
深部の支持筋肉を強化させる働きによって怪我を
防ぐ。DMEの科学的な効果として、軸上筋である
多裂筋(MM)の横断面積の増大に関する評価が報
告されている。多裂筋は腹筋や骨盤支持筋肉の強
化に繋がるとされている。また、GYMは、腹筋や軸
下筋および骨盤支持筋肉の強化に効果があるとさ
れている。
　本研究の目的は、セラピーホースにおけるDME
およびGYMの効果を検証するものであり、習慣的
なDMEトレーニングは軸上筋の増大と関連し、習
慣的なGYMトレーニングは腹筋や軸下筋および
骨盤支持筋肉の強化によりストライドを向上させ
ると仮説を立てた。

【材料および方法】
　実験設計
　9頭のセラピーホース(交雑種)を無作為に、運動
なし(SED)、DME、DME+GYMの3グループに分けて

実験を行った。
　実験期間は3ヶ月とし、週に3日、25分間のホー
スセラピー活動を継続した。これに加えて、本実験
の運動を週に3日実施した。SEDグループは通常の
セラピー活動以外の運動は実施しないものとし
た。DMEグループは、多裂筋を活性強化するスト
レッチを10種類(頸部屈曲運動：胸前、腕節間およ
び前肢球節への顎の接触、頸部伸長運動、頸部左右
側屈運動：肩部、腹部、後肢球節への顎の接触)実施
した。これらを各5回反復し、ストレッチ状態で5
秒静止するよう実施した。DME+GYMグループに
ついては、前述のDME運動に加えて骨盤の傾転、
後退、小旋回、常歩による障害飛越を実施し、腹筋
や骨盤支持筋肉の強化を目的とした。骨盤の傾転
については、傾転を5秒間維持し、5回反復するも
のを1セットとして行った。後退運動は、直線を10
歩連続で後退するものとした。小旋回は、円柱の周
囲を小円を描くように旋回し、1セットにつき左
右3週行った。障害運動については、40cmのポー
ルを常歩にて跨ぎ、時計回りおよび半時計回りを
合計10分間行った。
　実験による変化は、運動実験開始前および3ヶ
月の運動実験期間終了時点の2点において評価さ
れた。

各項目における測定
　直線ストライドについては、その質および後肢
の動作を評価するに当たり、ストライドの長さ
(SL)およびトラッキングの長さ(TD)を測定した。
　TDについては、左後肢と左前肢の着地点間の距
離とし、左前肢が先着した場合を正の値、先着しな
かった場合を負の値として測定した。左後肢が左
前肢と同じ位置に着地した場合の値は0とした。
軸上筋の発達については、超音波画像を用いた背
最長筋(LD)の厚さと多裂筋(MM)の横断面積の測
定が行われた。

【結果】
　3ヶ月に渡る実験を通して、SLはDME+GYMグ
ループにおいて10.67±2.08cmの有意な向上を示
し、実験終了時点の比較においては、DME+GYMグ
ループのSLは他の2グループと比較して有意に長

かった。実験開始前におけるTDは、いずれも負の
値を示したが、DME+GYMグループにおいてのみ、
16 . 7 3±2 . 2 0 c mの有意な向上を見せた。
DME+GYMグループの馬は実験終了時点のTDに
おいて、平均5.30±1.0cmの正の値を示し、他の2
グループよりも有意に長かった。
　LDの厚さについては実験前後およびグループ
間における有意差はみられなかった。多裂筋の横
断面積については、実験前後でDMEグループにお
いて3.55cm2、DME+GYMグループにおいて
3.78cm2の面積の増大がみられた。実験終了時点
における計測では、両グループ間の値に差はみら
れなかったものの、いずれもSEDより大きい値を
示した。

【考察】
　結果から、GYM運動がストライドの長さ(SL)お
よびトラッキングの長さ(TD)の向上に関連してい
ることが示された。加えて、多裂筋(MM)の横断面
積は、DME運動を行った馬において有意な増大を
示した。
　常歩におけるSLは腹筋の活性や近位関節(股関
節など)の屈曲・伸展によって生じる肢の振り出し
および引き戻しの力の影響を受ける。GYM運動、
特に骨盤の傾転、後退運動、小旋回は、脊椎の柔軟
性の向上や腹筋強化、肢関節における可動域の増
大、外転筋の強化を期待できるものとして用いた。
近位肢関節の可動域がより大きければ、後肢の振
出しが増大し、SLおよびTDの向上に繋がると考え
られる。SLの向上に関与する運動学的変化は馬の
背中の揺れを増大させる可能性があり、その結果、
馬の動作によるセラピー効果が向上すると考えら
れる。
　背最長筋(LD) はサスペンション期(四肢が完全
に地面から離れる期間) や旋回時に活性するため、
常歩による直線トレーニングのみを実施した本研
究においては、LDの有意な肥大は見られなかっ
た。LDの発達には、サスペンション期を含むより
速い速度運動および旋回運動を要すると考えられ
る。
　多裂筋(MM)は深部に存在し、ヒトにおいては脊
椎同士の連結を強化させ、脊柱の安定を保つため

に活性化していることが示されている。セラピー
ホースにおいては、患者のバランス感覚の乏しさ
や重心の不安定さを伴うため、このような脊柱の
安定性がより重要となる。
　本研究における結果では、多裂筋の横断面積の
有意な増加から、DME運動が多裂筋強化の要因と
なっていることが示唆される。DME＋GYMグルー
プについては、GYMを加えたことによる多裂筋の
筋肥大は見られなかった。馬における多裂筋が運
動時における脊柱の安定化に働くのであれば、多
裂筋の筋肥大は後肢からの推進力の伝達を促進す
ることによって、競技パフォーマンスの向上に繋

がると考えられる。

【結論】
　結果から、GYM運動を週に3回実施することで、
ストライドおよび患者へのセラピー効果が向上す
る要因となるSLおよびTDを増大させることが分
かった。また、DME運動を週に3回行うことで、随
意運動における椎関節の安定化を図るとされてい
る多裂筋の肥大がみられた。これらのセラピー
ホースにおける運動内容は、より高度なセラピー
効果をもたらすであろう。
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【はじめに】
　ホースセラピーは、馬を用いた障害者などを対
象とする療法の一種であり、騎乗者の骨盤の動き
が健常者の地上での歩行時に近いため、体幹の筋
肉が活性化して胴体を安定化させるという利点が
ある。そのためには馬の動きに制限がないことが
重要だが、セラピーホースの騎乗者はバランス感
覚や重心移動に乏しいことが多いため、これらの
馬は筋肉痛や腰痛などの可動域の制限に繋がる疾
患に罹りやすい。従って、患者(騎乗者)に対してよ
り効果的な治療を行えるよう、セラピーホースに
は最大限の可動域を維持するためのケアが重要と
なる。
　馬の骨盤の立体的な動作には、腹筋や軸下筋お
よび軸上筋などが影響するとされているため、こ
れらの筋肉の強化を目的とした特別な運動が必要
となる。加えて、骨盤を支持する筋肉は関節の整合
性を維持し、後肢で生じる動力を胴に伝達する上
で不可欠となる。
　ヒトにおける動的ストレッチ運動(DME) や体操
トレーニング(GYM)は、怪我の予防に関連する筋
肉のストレッチや強化に繋がることが良く知られ

ている。運動前にDMEによる筋肉のストレッチを
実施することで、筋力や筋強度の低下時において
も筋緊張リスクを軽減する。また、GYMによる強
化トレーニングは筋力を増大させるだけでなく、
深部の支持筋肉を強化させる働きによって怪我を
防ぐ。DMEの科学的な効果として、軸上筋である
多裂筋(MM)の横断面積の増大に関する評価が報
告されている。多裂筋は腹筋や骨盤支持筋肉の強
化に繋がるとされている。また、GYMは、腹筋や軸
下筋および骨盤支持筋肉の強化に効果があるとさ
れている。
　本研究の目的は、セラピーホースにおけるDME
およびGYMの効果を検証するものであり、習慣的
なDMEトレーニングは軸上筋の増大と関連し、習
慣的なGYMトレーニングは腹筋や軸下筋および
骨盤支持筋肉の強化によりストライドを向上させ
ると仮説を立てた。

【材料および方法】
　実験設計
　9頭のセラピーホース(交雑種)を無作為に、運動
なし(SED)、DME、DME+GYMの3グループに分けて

実験を行った。
　実験期間は3ヶ月とし、週に3日、25分間のホー
スセラピー活動を継続した。これに加えて、本実験
の運動を週に3日実施した。SEDグループは通常の
セラピー活動以外の運動は実施しないものとし
た。DMEグループは、多裂筋を活性強化するスト
レッチを10種類(頸部屈曲運動：胸前、腕節間およ
び前肢球節への顎の接触、頸部伸長運動、頸部左右
側屈運動：肩部、腹部、後肢球節への顎の接触)実施
した。これらを各5回反復し、ストレッチ状態で5
秒静止するよう実施した。DME+GYMグループに
ついては、前述のDME運動に加えて骨盤の傾転、
後退、小旋回、常歩による障害飛越を実施し、腹筋
や骨盤支持筋肉の強化を目的とした。骨盤の傾転
については、傾転を5秒間維持し、5回反復するも
のを1セットとして行った。後退運動は、直線を10
歩連続で後退するものとした。小旋回は、円柱の周
囲を小円を描くように旋回し、1セットにつき左
右3週行った。障害運動については、40cmのポー
ルを常歩にて跨ぎ、時計回りおよび半時計回りを
合計10分間行った。
　実験による変化は、運動実験開始前および3ヶ
月の運動実験期間終了時点の2点において評価さ
れた。

各項目における測定
　直線ストライドについては、その質および後肢
の動作を評価するに当たり、ストライドの長さ
(SL)およびトラッキングの長さ(TD)を測定した。
　TDについては、左後肢と左前肢の着地点間の距
離とし、左前肢が先着した場合を正の値、先着しな
かった場合を負の値として測定した。左後肢が左
前肢と同じ位置に着地した場合の値は0とした。
軸上筋の発達については、超音波画像を用いた背
最長筋(LD)の厚さと多裂筋(MM)の横断面積の測
定が行われた。

【結果】
　3ヶ月に渡る実験を通して、SLはDME+GYMグ
ループにおいて10.67±2.08cmの有意な向上を示
し、実験終了時点の比較においては、DME+GYMグ
ループのSLは他の2グループと比較して有意に長

かった。実験開始前におけるTDは、いずれも負の
値を示したが、DME+GYMグループにおいてのみ、
16 . 7 3±2 . 2 0 c mの有意な向上を見せた。
DME+GYMグループの馬は実験終了時点のTDに
おいて、平均5.30±1.0cmの正の値を示し、他の2
グループよりも有意に長かった。
　LDの厚さについては実験前後およびグループ
間における有意差はみられなかった。多裂筋の横
断面積については、実験前後でDMEグループにお
いて3.55cm2、DME+GYMグループにおいて
3.78cm2の面積の増大がみられた。実験終了時点
における計測では、両グループ間の値に差はみら
れなかったものの、いずれもSEDより大きい値を
示した。

【考察】
　結果から、GYM運動がストライドの長さ(SL)お
よびトラッキングの長さ(TD)の向上に関連してい
ることが示された。加えて、多裂筋(MM)の横断面
積は、DME運動を行った馬において有意な増大を
示した。
　常歩におけるSLは腹筋の活性や近位関節(股関
節など)の屈曲・伸展によって生じる肢の振り出し
および引き戻しの力の影響を受ける。GYM運動、
特に骨盤の傾転、後退運動、小旋回は、脊椎の柔軟
性の向上や腹筋強化、肢関節における可動域の増
大、外転筋の強化を期待できるものとして用いた。
近位肢関節の可動域がより大きければ、後肢の振
出しが増大し、SLおよびTDの向上に繋がると考え
られる。SLの向上に関与する運動学的変化は馬の
背中の揺れを増大させる可能性があり、その結果、
馬の動作によるセラピー効果が向上すると考えら
れる。
　背最長筋(LD) はサスペンション期(四肢が完全
に地面から離れる期間) や旋回時に活性するため、
常歩による直線トレーニングのみを実施した本研
究においては、LDの有意な肥大は見られなかっ
た。LDの発達には、サスペンション期を含むより
速い速度運動および旋回運動を要すると考えられ
る。
　多裂筋(MM)は深部に存在し、ヒトにおいては脊
椎同士の連結を強化させ、脊柱の安定を保つため

に活性化していることが示されている。セラピー
ホースにおいては、患者のバランス感覚の乏しさ
や重心の不安定さを伴うため、このような脊柱の
安定性がより重要となる。
　本研究における結果では、多裂筋の横断面積の
有意な増加から、DME運動が多裂筋強化の要因と
なっていることが示唆される。DME＋GYMグルー
プについては、GYMを加えたことによる多裂筋の
筋肥大は見られなかった。馬における多裂筋が運
動時における脊柱の安定化に働くのであれば、多
裂筋の筋肥大は後肢からの推進力の伝達を促進す
ることによって、競技パフォーマンスの向上に繋

がると考えられる。

【結論】
　結果から、GYM運動を週に3回実施することで、
ストライドおよび患者へのセラピー効果が向上す
る要因となるSLおよびTDを増大させることが分
かった。また、DME運動を週に3回行うことで、随
意運動における椎関節の安定化を図るとされてい
る多裂筋の肥大がみられた。これらのセラピー
ホースにおける運動内容は、より高度なセラピー
効果をもたらすであろう。
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【目的】
　盲腸便秘の病態には、過食・咀嚼不全・飲水不足
などで力学的閉塞を起こす一次性便秘と、盲腸機
能障害を伴う二次性便秘の２つが説明され、内科
療法・外科療法の選択基準に明確な結論は得られ
ていない。
　本調査では、盲腸便秘を発症した馬に対し、内科
療法あるいは外科療法を実施した症例の予後につ
いて回顧的に調査した。

【材料と方法】
　1991-2011年にNew Bolton Centerにおいて、盲
腸便秘と診断された150頭を調査対象とし、短期
予後（退院率）と長期予後（１年生存率）について比
較した。

【結果】
＜治療法の選択＞
　入院時に盲腸穿孔を確認した38頭と、オーナー
が治療を希望しなかった3頭は、安楽死となった。
治療法の選択は、疼痛が重度であるほど、直腸検査
にて触知される糞塊が硬いほど、外科療法が選択
される傾向にあった。
①内科療法：59 頭
　頻回経鼻投与（電解質・ミネラルオイル・硫酸

Mg）で良化しない場合は、持続輸液・NSAIDs・リド
カイン持続点滴・腸蠕動改善薬（ネオスチグミン／
エリスロマイシン）を組み合わせて加療した。
②外科療法：50 頭
　26頭は盲腸切開術、24頭は盲腸切開術に加え、
空腸結腸吻合術（incomplete＊-22頭・complete＊＊-2
頭）による盲腸バイパスが実施された。
術後の給餌再開の時期は術式に関わらず、中央値
36時間（IQR: 24 - 48時間）であった。
［訳者注（術式）］
＊：回盲部を処置せず、空腸と結腸を側側吻合
＊＊：回盲部を切離し、それぞれの切離端を縫合閉鎖
した後、切離端近位の空腸と結腸を側側吻合

＜短期予後（退院率）＞
　内科療法群59頭の退院率は61%、外科療法群50
頭の退院率は82%であった。
　内科療法の主要な早期死亡要因は盲腸穿孔で、
18頭に及んだ。
　外科療法群のうち術式別では、盲腸切開術のみ
を実施した26頭の退院率は77%、空腸結腸吻合術
を行った24頭の退院率は88%であり、術式と短期
予後には関連がなかった。術後合併症として、便秘
の再発・下痢・発熱が認められた。50頭のうち、便
秘を再発した9頭、下痢を発症した14頭、発熱を認

めた9頭の退院率はそれぞれ44%、57%および44%
で、非発症馬と比べて有意に低かった。合併症の発
症と、術式・術後給餌法には関連がなかった。
　また、症状を示してから盲腸便秘と診断される
までの期間は、退院した77頭では中央値2日（IQR: 
1 - 6日）、死亡した32頭では中央値7日（IQR: 3 - 9
日）であり、治療法に関わらず死亡した群で長かっ
た。

＜長期予後（１年生存率）＞
　内科療法群59頭の１年生存率は57%、外科療法
群50頭の１年生存率は72%で、主要な死亡要因は
回帰性の疝痛であった。

【考察】
　今回の調査では、過去の報告と比較し、内科療法
の短期予後が悪い結果となった。また外科療法で
は、盲腸切開術単独と空腸結腸吻合術を併用した
症例とでは、予後に差はなかった。
　内科療法が選択された症例のうち18頭が盲腸
穿孔に至ったが、その6頭は外科療法の必要性が
示唆されたものの、その外科療法の選択肢のない
症例であった。外科的介入へいつ踏み切るかは諸
説あるが、内科療法実施症例の高い穿孔率、および
全体の予後を勘案すると、早期の外科的介入が有
効であると考えられた。
　盲腸切開術単独と空腸結腸吻合術を併用した症
例とでは、短期・長期とも予後に有意な差はなく、
術後の便秘の再発率にも差はなかった。しかし、空
腸結腸吻合術（complete）を実施した症例は少な
く、この手技と盲腸切開術単独との予後の差につ
いては結論が出ていない。過去の報告によると、空

腸結腸吻合術（complete）を実施した症例では6ヶ
月程度で盲腸が顕著に収縮するという所見が得ら
れている。空腸結腸吻合術（complete）は術後の便
秘の再発や盲腸機能不全に伴うトラブルのリスク
を減少させる方法として推奨される。
　術後の給餌方法（種類・再開時期）と短期予後、お
よび便秘の再発には関連はなかったが、通常の開
腹術実施時に比較すると給餌再開時期は遅く、術
後早期の給餌再開は推奨されないと考えられる。

【訳者所感】
　盲腸便秘の中でも、本文中【目的】で示したよう
な盲腸機能障害が背景にある症例では、内科療法
に反応せず穿孔に至る危険性が高い。本会では盲
腸便秘に対して内科療法を適応することがほとん
どだが、病態によっては早期の外科的介入が必要
となることを念頭に置くべきである。
　本文献では術式選択（盲腸切開のみorバイパス）
の基準について言及されていなかったが、盲腸壁
肥厚や盲腸機能不全が確認された場合、空腸結腸
吻合などのバイパス術が必要と考えられる。直腸
検査・超音波検査から、貯留している宿糞の硬さ、
腸壁肥厚の有無、右腹側結腸への流入は確認でき
るかなどに着目して観察する必要がある。
　また詳細な手術手技（GIステープラや縫合糸の
種類）については紹介しなかったが、原著を参考に
されたい。訳者らが回帰性の盲腸便秘症例に対し
て回腸結腸吻合術（complete）を実施した経験で
は、手術時間は150分であり、経過観察中の予後は
良好であった。必要な術式を見極め、短時間で実施
できる手技の習得に努めたい。

盲腸便秘に対して内科療法および外科療法を実施した
150症例の予後に関する回顧的調査

Outcome of Surgical and Medical Management of Cecal Impaction in 150 Horses (1991-2011)
Maia R. Aitken, Louise L. Southwood, Beth M. Ross and Michel W. Ross

Veterinary Surgery 44 (2015), 540‒546

栗東トレーニング・センター　競走馬診療所　野村基惟



（243）

【目的】
　盲腸便秘の病態には、過食・咀嚼不全・飲水不足
などで力学的閉塞を起こす一次性便秘と、盲腸機
能障害を伴う二次性便秘の２つが説明され、内科
療法・外科療法の選択基準に明確な結論は得られ
ていない。
　本調査では、盲腸便秘を発症した馬に対し、内科
療法あるいは外科療法を実施した症例の予後につ
いて回顧的に調査した。

【材料と方法】
　1991-2011年にNew Bolton Centerにおいて、盲
腸便秘と診断された150頭を調査対象とし、短期
予後（退院率）と長期予後（１年生存率）について比
較した。

【結果】
＜治療法の選択＞
　入院時に盲腸穿孔を確認した38頭と、オーナー
が治療を希望しなかった3頭は、安楽死となった。
治療法の選択は、疼痛が重度であるほど、直腸検査
にて触知される糞塊が硬いほど、外科療法が選択
される傾向にあった。
①内科療法：59 頭
　頻回経鼻投与（電解質・ミネラルオイル・硫酸

Mg）で良化しない場合は、持続輸液・NSAIDs・リド
カイン持続点滴・腸蠕動改善薬（ネオスチグミン／
エリスロマイシン）を組み合わせて加療した。
②外科療法：50 頭
　26頭は盲腸切開術、24頭は盲腸切開術に加え、
空腸結腸吻合術（incomplete＊-22頭・complete＊＊-2
頭）による盲腸バイパスが実施された。
術後の給餌再開の時期は術式に関わらず、中央値
36時間（IQR: 24 - 48時間）であった。
［訳者注（術式）］
＊：回盲部を処置せず、空腸と結腸を側側吻合
＊＊：回盲部を切離し、それぞれの切離端を縫合閉鎖
した後、切離端近位の空腸と結腸を側側吻合

＜短期予後（退院率）＞
　内科療法群59頭の退院率は61%、外科療法群50
頭の退院率は82%であった。
　内科療法の主要な早期死亡要因は盲腸穿孔で、
18頭に及んだ。
　外科療法群のうち術式別では、盲腸切開術のみ
を実施した26頭の退院率は77%、空腸結腸吻合術
を行った24頭の退院率は88%であり、術式と短期
予後には関連がなかった。術後合併症として、便秘
の再発・下痢・発熱が認められた。50頭のうち、便
秘を再発した9頭、下痢を発症した14頭、発熱を認

めた9頭の退院率はそれぞれ44%、57%および44%
で、非発症馬と比べて有意に低かった。合併症の発
症と、術式・術後給餌法には関連がなかった。
　また、症状を示してから盲腸便秘と診断される
までの期間は、退院した77頭では中央値2日（IQR: 
1 - 6日）、死亡した32頭では中央値7日（IQR: 3 - 9
日）であり、治療法に関わらず死亡した群で長かっ
た。

＜長期予後（１年生存率）＞
　内科療法群59頭の１年生存率は57%、外科療法
群50頭の１年生存率は72%で、主要な死亡要因は
回帰性の疝痛であった。

【考察】
　今回の調査では、過去の報告と比較し、内科療法
の短期予後が悪い結果となった。また外科療法で
は、盲腸切開術単独と空腸結腸吻合術を併用した
症例とでは、予後に差はなかった。
　内科療法が選択された症例のうち18頭が盲腸
穿孔に至ったが、その6頭は外科療法の必要性が
示唆されたものの、その外科療法の選択肢のない
症例であった。外科的介入へいつ踏み切るかは諸
説あるが、内科療法実施症例の高い穿孔率、および
全体の予後を勘案すると、早期の外科的介入が有
効であると考えられた。
　盲腸切開術単独と空腸結腸吻合術を併用した症
例とでは、短期・長期とも予後に有意な差はなく、
術後の便秘の再発率にも差はなかった。しかし、空
腸結腸吻合術（complete）を実施した症例は少な
く、この手技と盲腸切開術単独との予後の差につ
いては結論が出ていない。過去の報告によると、空

腸結腸吻合術（complete）を実施した症例では6ヶ
月程度で盲腸が顕著に収縮するという所見が得ら
れている。空腸結腸吻合術（complete）は術後の便
秘の再発や盲腸機能不全に伴うトラブルのリスク
を減少させる方法として推奨される。
　術後の給餌方法（種類・再開時期）と短期予後、お
よび便秘の再発には関連はなかったが、通常の開
腹術実施時に比較すると給餌再開時期は遅く、術
後早期の給餌再開は推奨されないと考えられる。

【訳者所感】
　盲腸便秘の中でも、本文中【目的】で示したよう
な盲腸機能障害が背景にある症例では、内科療法
に反応せず穿孔に至る危険性が高い。本会では盲
腸便秘に対して内科療法を適応することがほとん
どだが、病態によっては早期の外科的介入が必要
となることを念頭に置くべきである。
　本文献では術式選択（盲腸切開のみorバイパス）
の基準について言及されていなかったが、盲腸壁
肥厚や盲腸機能不全が確認された場合、空腸結腸
吻合などのバイパス術が必要と考えられる。直腸
検査・超音波検査から、貯留している宿糞の硬さ、
腸壁肥厚の有無、右腹側結腸への流入は確認でき
るかなどに着目して観察する必要がある。
　また詳細な手術手技（GIステープラや縫合糸の
種類）については紹介しなかったが、原著を参考に
されたい。訳者らが回帰性の盲腸便秘症例に対し
て回腸結腸吻合術（complete）を実施した経験で
は、手術時間は150分であり、経過観察中の予後は
良好であった。必要な術式を見極め、短時間で実施
できる手技の習得に努めたい。
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要約
研究を行った理由：通常、ウマは素材が軟らかい馬
場で競技を行うにもかかわらず、蹄にかかる圧力
測定は硬地上でしか実施されていない。
目的：圧力測定機器を用いて競技場での着地状態
を考察する。
研究デザイン：ランダム化しない、非侵襲的なクロ
スオーバー試験
方法：5頭の健康なポニーを跣蹄の状態で、2つの
異なる素材が敷かれた圧力測定機器の上で常歩、
速歩をさせた。圧力測定器の上の素材は、最初は
5mmのラバーマットとし、次に厚さ50mmの砂や
合成繊維が混ざった素材とした。垂直方向の最大
荷重、垂直方向の力積、垂直方向の最大圧力、蹄の
接地面積、立脚期の長さを測定した。また、立脚期
中における圧力の蹄尖―蹄尾のバランス、および
内外バランスも126Hzで計測した。
結果： 垂直方向の最大荷重、力積、最大圧力、立脚
期の長さは軟らかい素材上では有意に低下し、蹄
の接地面積は増加した。着地の瞬間、硬地では蹄尾
により力がかかるのに対し、軟地においては蹄尖、
蹄尾にほぼ均等に力がかかっていた。立脚中期で
は軟地は硬地よりも蹄尖に力が分布していた。ま

た、硬地における常歩の着地時は外側に力がより
分布しやすいのに対し、軟地においては内外均等
に力がかかっていた。しかし、速歩ではどちらの馬
場でも内外の圧力分布に差は認められなかった。
結論：圧力測定器は軟地上においても、蹄に垂直方
向にかかる力の分布状態を定量することが可能で
あった。また、競技場に近い素材の上では、蹄にか
かる力は局在せず、全体に均等に分布しているこ
とが示された。

　通常、肢にかかる力を測定するには、荷重計や
フォースプレートを使用する。これらは大抵の場
合、測定機器の隅にロードセル（力の大きさを電気
信号に変える変換器）が存在し、その合計値が肢に
かかる力として表示される。一方、本論文で使用し
ている圧力測定器は、センサーが2.6個/cm2の密度
で多数敷き詰められているため、内外や蹄尖―蹄
尾にかかる圧力分布を測定できる仕様になってい
る。フォースプレートに比較してやや精度は落ち
るが、圧力分布を測定する場合は有用な測定機器
である。
　この論文では、軟地上では蹄底の接地面積が増
え、蹄負面だけではなく、蹄全体で体重を支えるよ

うになることから、蹄壁にかかるストレスは減ず
ると考察されている。また、砂や合成素材が力を分
散させることで最大荷重は減じ、接地面積が増え
るため、蹄にかかる圧力も減じる。さらに、立脚期
全体を通して馬場から蹄に加えられる圧力分布も
変化しており、軟地では蹄尖側により圧力が分布
することが明らかとなった。この傾向の差は着地
の瞬間と反回の際に最も顕著に認められた。また、
内外にかかる圧力差はほとんど認められなかっ
た。軟地上では素材が軟らかいため、立脚期中でも
蹄が反回しやすく、蹄が沈み込む間に力が再分布
されるため、このような圧力分布となったと考え

られる。
　馬場素材で蹄にかかる圧力の分布が異なってい
たことから、速歩までの調教なら、蹄壁に問題を抱
えている馬はダートやポリトラックで、蹄底に問
題を抱えている馬であれば、芝やトレッドミル上
において調教を行う方が良いのかもしれない。さ
らに技術が進歩し、このような圧力測定機器が表
面に搭載された蹄鉄が開発されれば、キャンター
において馬場から蹄に加えられる圧力分布が測定
可能となり、蹄に不安を抱える競走馬の調教メ
ニューを考える際に応用できる可能性がある。

健康なポニーの常歩および速歩における硬地および
軟地上での前肢蹄の蹄尖―蹄尾、内外の圧力バランスについて

A preliminary study on pressure-plate evaluation of forelimb toe-heel and
mediolateral hoof balance on a hard vs. a soft surface in sound ponies at the walk and trot

M. OOSTERLINCK, E. ROYAUX, W. BACK and F. PILLE
Equine Veterinary Journal 2014 ; vol46, 751-755.

競走馬総合研究所　運動科学研究室　高橋佑治
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により力がかかるのに対し、軟地においては蹄尖、
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る。フォースプレートに比較してやや精度は落ち
るが、圧力分布を測定する場合は有用な測定機器
である。
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え、蹄負面だけではなく、蹄全体で体重を支えるよ

うになることから、蹄壁にかかるストレスは減ず
ると考察されている。また、砂や合成素材が力を分
散させることで最大荷重は減じ、接地面積が増え
るため、蹄にかかる圧力も減じる。さらに、立脚期
全体を通して馬場から蹄に加えられる圧力分布も
変化しており、軟地では蹄尖側により圧力が分布
することが明らかとなった。この傾向の差は着地
の瞬間と反回の際に最も顕著に認められた。また、
内外にかかる圧力差はほとんど認められなかっ
た。軟地上では素材が軟らかいため、立脚期中でも
蹄が反回しやすく、蹄が沈み込む間に力が再分布
されるため、このような圧力分布となったと考え

られる。
　馬場素材で蹄にかかる圧力の分布が異なってい
たことから、速歩までの調教なら、蹄壁に問題を抱
えている馬はダートやポリトラックで、蹄底に問
題を抱えている馬であれば、芝やトレッドミル上
において調教を行う方が良いのかもしれない。さ
らに技術が進歩し、このような圧力測定機器が表
面に搭載された蹄鉄が開発されれば、キャンター
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学会見聞記

第29回日本外科感染症学会総会

　平成28年11月30日から12月1日まで京王プラ
ザホテルで第29回日本外科感染症学会総会が開
催された。『外科感染症を病原体および宿主サイド
から考える』と題された本学会において、種々の手
術における感染症に関して新知見を得る目的で本
学術集会に参加、聴講してきたので報告する。

○シンポジウム6
「術後早期回復促進ERASにおける周術期感染対
策」
ERASはどのように術後感染予防に貢献するのか

深柄和彦（東京大学　附属病院手術部）
縦隔炎・SSI 発症ゼロを目指す心臓血管外科領域
ERAS
立石　渉（東京女子医科大学　東医療センター）

胸部食道癌手術におけるERAS と周術期感染対策 
─胸腔鏡手術のアウトカム─
佐藤　弘（埼玉医科大学　国際医療センター消化
器外科）
食道癌手術における当科でのERAS と周術期感染
対策
岡田尚也（国立がん研究センター　東病院食道外
科）
身体活動と栄養摂取の早期自立により周術期感染
症を減少させる

山田岳史（日本医科大学　消化器外科）
待機的結腸癌切除症例に対するERAS 導入による
SSI への効果と問題点

中村文隆（手稲渓仁会病院　外科）
大腸癌における周術期感染対策に着目した抜本的
ERAS の実践

吉澤宗大（昭和大学　消化器一般外科）
肝移植におけるERAS の導入と周術期栄養・感染
対策バンドルの有用性

海道利実（京都大学　肝胆膵移植外科）
肝切除におけるERAS に基づく周術期管理は感染

性合併症予防に有用か？
宮本敦史（国立病院機構　大阪医療センター外科）
従来型周術期管理から積極的SSI 対策を経てERAS 
の導入に至った周術期感染対策とその効果

竹村信行（JR東京総合病院　消化器外科）
術中低体温と手術部位感染

古川大輔（東海大学　消化器外科）

　ERASはEnhanced recovery after surgeryのこと
で、術後早期回復促進のためのプログラムである。
ERASの目的は手術侵襲の軽減、手術合併症の予
防、術後の回復促進の三要素を達成し、その結果と
して在院日数の最小化と早期の社会復帰を実現す
ることである。ERASは主に17個のプロトコルで構
成されている。術前項目にはオリエンテーション、
下剤による腸管前処置を行わない、絶食期間の短
縮、前投薬の不使用、術中項目には、経鼻胃管の留
置なし/早期抜去、硬膜外麻酔による鎮痛、短時間
作用型麻酔薬（propofol, remifentanilなど）の使
用、輸液および塩分の過剰投与の回避、切開創の縮
小とドレーン不使用、術中低体温予防がある。術後
管理では、早期離床、NSAIDsによる鎮痛、悪心およ
び嘔吐予防、腸管蠕動促進、カテーテル類およびド
レーンの早期抜去、早期経口摂取再開（栄養摂取）、
治療成績の監査がある。
　ERASのコンセプトは消化管吻合術の術後管理
に関する研究が基になっている。かつてヒトにお
いて開腹下の消化管吻合術後は、術後イレウスの
発生や吻合部リークの危険性などを考慮して数日
間の絶食が一般的に行われていた。その後、腹腔鏡
の開発により、腹腔鏡下吻合術が行われるように
なり、それらは開腹下と比較して治療日数の減少
や早期の退院といった良好な成績を得ることがで
きた。この成績の差は、開腹と腹腔鏡の手術侵襲の
差によるものと考えられてきたが、Kehletらは術
後のリハビリテーションの差によるものではない

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

か、すなわち腹腔鏡下手術では低侵襲手術という
ことを当初から考慮しているために、早期の栄養
摂取など前倒しのリハビリテーションが適応され
ており、そのために腹腔鏡下では早期に回復して
いるのではないかとの仮説を立てた。彼らは開腹
下および腹腔鏡下消化管吻合術で早期栄養摂取を
含めた同一のリハビリテーションプログラムにお
ける比較試験を実施したところ、在院日数や術後
の回復において、開腹下手術の成績は以前のリハ
ビリテーションプログラムより向上し、腹腔鏡下
手術と有意差がなかったことから上記の仮説が証
明され、術後の回復における早期栄養摂取を含め
たリハビリテーションプログラムの重要性が示さ
れた。その後、術後の早期回復を目的とする多くの
報告から、術後のみならず術前術中の各処置が組
み込まれたERASプロトコルが提案され、消化管手
術に限らず多くの手術に適応されるようになっ
た。
　すでに、様々な手術においてERASは在院日数の
減少に加えて、術部感染症や癒合不全、各種術後合
併症を減少させることが報告されている。本シン
ポジウムでは各病院における取り組みについて議
論された。まず、注目すべき点としては、ERASは上
記17項目を推奨しているが、当然、各病院は各手
術に応じて採用する項目と、しない項目を選択し、
各病院の現状に合わせて実施されている。次に、研
究の手法としては、病院は臨床現場であるため、エ
ビデンスレベルの高いランダム化比較試験ではな
く、ERAS導入前後の回顧的調査を年単位で実施し
ていた。本シンポジウムにおいて消化器外科を中
心に呼吸器外科、心臓血管外科、肝移植など多くの
手術について報告されたが、ほとんどの報告で在
院期間は短縮し、術後感染症を含む合併症は抑制
されていた。無論、ウマにおいて同一視することは
できないものの、競走馬の術後の早期回復を実現
するための研究は少なく、栄養管理や術創処置な
どに研究の余地は十分にあると思われる。また、複
数の処置をプロトコルとして導入し、その導入前
後における比較であれば、現状の競走馬医療現場
においても十分に実施可能な研究であると考えら
れた。

○新規敗血症バイオマーカー　プレセプシン
遠藤重厚（友愛会盛岡友愛病院）

　敗血症は、制御困難な感染のため全身性に感染
症起因の症状が出現している病態のことで、ヒト
において致死的な疾患である。他の疾患から続発
することが多く、多臓器不全を伴う複雑な病態で
あるため、正確な診断は難しい現状にある。現在、
これら敗血症の診断と重症度判定にはSOFA
（sequential organ failure assessment）スコアや
APACHE（acute physiology and chronic health 
evaluation）II スコアが用いられているが、これら
は血球、生化学、血液ガスなどの血液検査や体温、
血圧など各種症状の評価が必要であり、早期の診
断と治療を要する敗血症では、短時間で診断可能
で、他の疾患と鑑別できる簡便な診断法が求めら
れている。
　本報告で示されたプレセプシンは分子量約
13kDaの糖タンパク質で2002年に日本で発見さ
れた敗血症マーカーである。プレセプシンは貪食
細胞中のCD14に存在し、感染症の刺激によって血
液中に放出されると考えられている。まず、特長と
しては他の炎症マーカーと異なり、主に菌の存在
下で反応が起こるため、全身性（血液中）の感染症
に特異的に反応する点である。ヒトでは白血球数、
プロカルシトニン、CRPは感染症の指標として用
いられている。しかし、これらの指標は敗血症の原
因となる各種疾患、局所感染、熱傷、手術、SIRS（全
身性炎症反応症候群）などでも上昇してしまう可
能性があるのに対し、プレセプシンはこれらの疾
患での上昇は認めず、偽陽性率が低いことが明ら
かとなっている。また、敗血症発症時のCRPの上昇
には数日のタイムラグが存在するが、プレセプシ
ンは敗血症発症数日前から上昇を認め、反応が非
常に速く、一刻を争う敗血症診断に有用性が高い
ことが示されている。加えて、プロカルシトニンや
CRP と比較して敗血症スコアであるAPACHE II ス
コアとの相関性が高く、敗血症の重症度判定にお
いても有用性が高い診断マーカーといえる。さら
に、血漿に加えて遠心分離をしていない全血でも
測定可能で、測定時間もわずか17分であり、臨床
現場で簡便に測定可能である。
　競走馬においても腸炎などの全身性疾患から敗

血症に移行している症例が存在するが、その病態
に関する報告は少なく、診断基準も不明確な現状
にある。プレセプシンのウマにおける報告はない
が、実験動物の敗血症モデルでもプレセプシンは
上昇していることから、ウマでも敗血症時に上昇

する可能性がある。今後は、これらのような各種血
液マーカーと症状の評価から、競走馬における敗
血症の定義や診断基準を定め、病態の解明と治療
法の確立につなげていく必要があると思われた。

（黒田泰輔）
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　平成28年11月30日から12月1日まで京王プラ
ザホテルで第29回日本外科感染症学会総会が開
催された。『外科感染症を病原体および宿主サイド
から考える』と題された本学会において、種々の手
術における感染症に関して新知見を得る目的で本
学術集会に参加、聴講してきたので報告する。

○シンポジウム6
「術後早期回復促進ERASにおける周術期感染対
策」
ERASはどのように術後感染予防に貢献するのか

深柄和彦（東京大学　附属病院手術部）
縦隔炎・SSI 発症ゼロを目指す心臓血管外科領域
ERAS
立石　渉（東京女子医科大学　東医療センター）

胸部食道癌手術におけるERAS と周術期感染対策 
─胸腔鏡手術のアウトカム─
佐藤　弘（埼玉医科大学　国際医療センター消化
器外科）
食道癌手術における当科でのERAS と周術期感染
対策
岡田尚也（国立がん研究センター　東病院食道外
科）
身体活動と栄養摂取の早期自立により周術期感染
症を減少させる

山田岳史（日本医科大学　消化器外科）
待機的結腸癌切除症例に対するERAS 導入による
SSI への効果と問題点

中村文隆（手稲渓仁会病院　外科）
大腸癌における周術期感染対策に着目した抜本的
ERAS の実践

吉澤宗大（昭和大学　消化器一般外科）
肝移植におけるERAS の導入と周術期栄養・感染
対策バンドルの有用性

海道利実（京都大学　肝胆膵移植外科）
肝切除におけるERAS に基づく周術期管理は感染

性合併症予防に有用か？
宮本敦史（国立病院機構　大阪医療センター外科）
従来型周術期管理から積極的SSI 対策を経てERAS 
の導入に至った周術期感染対策とその効果

竹村信行（JR東京総合病院　消化器外科）
術中低体温と手術部位感染

古川大輔（東海大学　消化器外科）

　ERASはEnhanced recovery after surgeryのこと
で、術後早期回復促進のためのプログラムである。
ERASの目的は手術侵襲の軽減、手術合併症の予
防、術後の回復促進の三要素を達成し、その結果と
して在院日数の最小化と早期の社会復帰を実現す
ることである。ERASは主に17個のプロトコルで構
成されている。術前項目にはオリエンテーション、
下剤による腸管前処置を行わない、絶食期間の短
縮、前投薬の不使用、術中項目には、経鼻胃管の留
置なし/早期抜去、硬膜外麻酔による鎮痛、短時間
作用型麻酔薬（propofol, remifentanilなど）の使
用、輸液および塩分の過剰投与の回避、切開創の縮
小とドレーン不使用、術中低体温予防がある。術後
管理では、早期離床、NSAIDsによる鎮痛、悪心およ
び嘔吐予防、腸管蠕動促進、カテーテル類およびド
レーンの早期抜去、早期経口摂取再開（栄養摂取）、
治療成績の監査がある。
　ERASのコンセプトは消化管吻合術の術後管理
に関する研究が基になっている。かつてヒトにお
いて開腹下の消化管吻合術後は、術後イレウスの
発生や吻合部リークの危険性などを考慮して数日
間の絶食が一般的に行われていた。その後、腹腔鏡
の開発により、腹腔鏡下吻合術が行われるように
なり、それらは開腹下と比較して治療日数の減少
や早期の退院といった良好な成績を得ることがで
きた。この成績の差は、開腹と腹腔鏡の手術侵襲の
差によるものと考えられてきたが、Kehletらは術
後のリハビリテーションの差によるものではない

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

か、すなわち腹腔鏡下手術では低侵襲手術という
ことを当初から考慮しているために、早期の栄養
摂取など前倒しのリハビリテーションが適応され
ており、そのために腹腔鏡下では早期に回復して
いるのではないかとの仮説を立てた。彼らは開腹
下および腹腔鏡下消化管吻合術で早期栄養摂取を
含めた同一のリハビリテーションプログラムにお
ける比較試験を実施したところ、在院日数や術後
の回復において、開腹下手術の成績は以前のリハ
ビリテーションプログラムより向上し、腹腔鏡下
手術と有意差がなかったことから上記の仮説が証
明され、術後の回復における早期栄養摂取を含め
たリハビリテーションプログラムの重要性が示さ
れた。その後、術後の早期回復を目的とする多くの
報告から、術後のみならず術前術中の各処置が組
み込まれたERASプロトコルが提案され、消化管手
術に限らず多くの手術に適応されるようになっ
た。
　すでに、様々な手術においてERASは在院日数の
減少に加えて、術部感染症や癒合不全、各種術後合
併症を減少させることが報告されている。本シン
ポジウムでは各病院における取り組みについて議
論された。まず、注目すべき点としては、ERASは上
記17項目を推奨しているが、当然、各病院は各手
術に応じて採用する項目と、しない項目を選択し、
各病院の現状に合わせて実施されている。次に、研
究の手法としては、病院は臨床現場であるため、エ
ビデンスレベルの高いランダム化比較試験ではな
く、ERAS導入前後の回顧的調査を年単位で実施し
ていた。本シンポジウムにおいて消化器外科を中
心に呼吸器外科、心臓血管外科、肝移植など多くの
手術について報告されたが、ほとんどの報告で在
院期間は短縮し、術後感染症を含む合併症は抑制
されていた。無論、ウマにおいて同一視することは
できないものの、競走馬の術後の早期回復を実現
するための研究は少なく、栄養管理や術創処置な
どに研究の余地は十分にあると思われる。また、複
数の処置をプロトコルとして導入し、その導入前
後における比較であれば、現状の競走馬医療現場
においても十分に実施可能な研究であると考えら
れた。

○新規敗血症バイオマーカー　プレセプシン
遠藤重厚（友愛会盛岡友愛病院）

　敗血症は、制御困難な感染のため全身性に感染
症起因の症状が出現している病態のことで、ヒト
において致死的な疾患である。他の疾患から続発
することが多く、多臓器不全を伴う複雑な病態で
あるため、正確な診断は難しい現状にある。現在、
これら敗血症の診断と重症度判定にはSOFA
（sequential organ failure assessment）スコアや
APACHE（acute physiology and chronic health 
evaluation）II スコアが用いられているが、これら
は血球、生化学、血液ガスなどの血液検査や体温、
血圧など各種症状の評価が必要であり、早期の診
断と治療を要する敗血症では、短時間で診断可能
で、他の疾患と鑑別できる簡便な診断法が求めら
れている。
　本報告で示されたプレセプシンは分子量約
13kDaの糖タンパク質で2002年に日本で発見さ
れた敗血症マーカーである。プレセプシンは貪食
細胞中のCD14に存在し、感染症の刺激によって血
液中に放出されると考えられている。まず、特長と
しては他の炎症マーカーと異なり、主に菌の存在
下で反応が起こるため、全身性（血液中）の感染症
に特異的に反応する点である。ヒトでは白血球数、
プロカルシトニン、CRPは感染症の指標として用
いられている。しかし、これらの指標は敗血症の原
因となる各種疾患、局所感染、熱傷、手術、SIRS（全
身性炎症反応症候群）などでも上昇してしまう可
能性があるのに対し、プレセプシンはこれらの疾
患での上昇は認めず、偽陽性率が低いことが明ら
かとなっている。また、敗血症発症時のCRPの上昇
には数日のタイムラグが存在するが、プレセプシ
ンは敗血症発症数日前から上昇を認め、反応が非
常に速く、一刻を争う敗血症診断に有用性が高い
ことが示されている。加えて、プロカルシトニンや
CRP と比較して敗血症スコアであるAPACHE II ス
コアとの相関性が高く、敗血症の重症度判定にお
いても有用性が高い診断マーカーといえる。さら
に、血漿に加えて遠心分離をしていない全血でも
測定可能で、測定時間もわずか17分であり、臨床
現場で簡便に測定可能である。
　競走馬においても腸炎などの全身性疾患から敗

血症に移行している症例が存在するが、その病態
に関する報告は少なく、診断基準も不明確な現状
にある。プレセプシンのウマにおける報告はない
が、実験動物の敗血症モデルでもプレセプシンは
上昇していることから、ウマでも敗血症時に上昇

する可能性がある。今後は、これらのような各種血
液マーカーと症状の評価から、競走馬における敗
血症の定義や診断基準を定め、病態の解明と治療
法の確立につなげていく必要があると思われた。

（黒田泰輔）
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　平成28年11月30日から12月1日まで京王プラ
ザホテルで第29回日本外科感染症学会総会が開
催された。『外科感染症を病原体および宿主サイド
から考える』と題された本学会において、種々の手
術における感染症に関して新知見を得る目的で本
学術集会に参加、聴講してきたので報告する。

○シンポジウム6
「術後早期回復促進ERASにおける周術期感染対
策」
ERASはどのように術後感染予防に貢献するのか

深柄和彦（東京大学　附属病院手術部）
縦隔炎・SSI 発症ゼロを目指す心臓血管外科領域
ERAS
立石　渉（東京女子医科大学　東医療センター）

胸部食道癌手術におけるERAS と周術期感染対策 
─胸腔鏡手術のアウトカム─
佐藤　弘（埼玉医科大学　国際医療センター消化
器外科）
食道癌手術における当科でのERAS と周術期感染
対策
岡田尚也（国立がん研究センター　東病院食道外
科）
身体活動と栄養摂取の早期自立により周術期感染
症を減少させる

山田岳史（日本医科大学　消化器外科）
待機的結腸癌切除症例に対するERAS 導入による
SSI への効果と問題点

中村文隆（手稲渓仁会病院　外科）
大腸癌における周術期感染対策に着目した抜本的
ERAS の実践

吉澤宗大（昭和大学　消化器一般外科）
肝移植におけるERAS の導入と周術期栄養・感染
対策バンドルの有用性

海道利実（京都大学　肝胆膵移植外科）
肝切除におけるERAS に基づく周術期管理は感染

性合併症予防に有用か？
宮本敦史（国立病院機構　大阪医療センター外科）
従来型周術期管理から積極的SSI 対策を経てERAS 
の導入に至った周術期感染対策とその効果

竹村信行（JR東京総合病院　消化器外科）
術中低体温と手術部位感染

古川大輔（東海大学　消化器外科）

　ERASはEnhanced recovery after surgeryのこと
で、術後早期回復促進のためのプログラムである。
ERASの目的は手術侵襲の軽減、手術合併症の予
防、術後の回復促進の三要素を達成し、その結果と
して在院日数の最小化と早期の社会復帰を実現す
ることである。ERASは主に17個のプロトコルで構
成されている。術前項目にはオリエンテーション、
下剤による腸管前処置を行わない、絶食期間の短
縮、前投薬の不使用、術中項目には、経鼻胃管の留
置なし/早期抜去、硬膜外麻酔による鎮痛、短時間
作用型麻酔薬（propofol, remifentanilなど）の使
用、輸液および塩分の過剰投与の回避、切開創の縮
小とドレーン不使用、術中低体温予防がある。術後
管理では、早期離床、NSAIDsによる鎮痛、悪心およ
び嘔吐予防、腸管蠕動促進、カテーテル類およびド
レーンの早期抜去、早期経口摂取再開（栄養摂取）、
治療成績の監査がある。
　ERASのコンセプトは消化管吻合術の術後管理
に関する研究が基になっている。かつてヒトにお
いて開腹下の消化管吻合術後は、術後イレウスの
発生や吻合部リークの危険性などを考慮して数日
間の絶食が一般的に行われていた。その後、腹腔鏡
の開発により、腹腔鏡下吻合術が行われるように
なり、それらは開腹下と比較して治療日数の減少
や早期の退院といった良好な成績を得ることがで
きた。この成績の差は、開腹と腹腔鏡の手術侵襲の
差によるものと考えられてきたが、Kehletらは術
後のリハビリテーションの差によるものではない

第209回つくば病理談話会ならびに
第105回JCPスライドセミナー

　第209回つくば病理談話会ならびに第105回
JCPスライドセミナーが農業・食料産業技術総合
研究機構　動物衛生研究部門（茨城県つくば市）で
開催された。つくば病理談話会では、国内の検査機
関から４症例が提出された (表1)。また、JPCスラ
イドセミナーでは主に米国の研究・検査機関の症
例が紹介された (表2)。これらのうち、興味深かっ
た症例について概要を説明する。

第209回つくば病理談話会
○ホッキョクギツネの  S t a p h y l o c o c c u s  
pseudintermedius による化膿性腎炎

動物検疫所
　症例は、ホッキョクギツネ、妊娠雌の2歳齢で、
ノルウェーの繁殖農場から輸入された4頭のうち
の1頭である。輸入検疫開始直後は特に問題は認
められなかったが、検疫第17日目に食欲低下、削
痩ならびに脱水が確認されたため、検疫第20日目

に治療（補液および栄養剤の投与）を開始した。検
疫第22日目に流産し、検疫第34日目に死亡した。
　ウイルス学的ならびに細菌学的検索では、左脳
拭い液、心臓血、胸水、左胸部・左肩部・左後肢皮下
膿瘍、左後肢皮下の膠様物、腹腔内貯留物、子宮な
らびに腎臓からグラム陽性球菌が分離された。ま
た、左脳、左胸壁膿瘍および腎臓から分離された株
を 16S  rRNA 系統解析し、Staphy lo coccus  
pseudintermedius と同定された。
　剖検時、左後肢付け根付近に膿瘍物を容れる瘻
管が認められ、左体側部皮下には膿瘍が形成され
ていた。また、左後肢皮下には膠様物が認められ
た。左眼球の混濁、大脳の正中断面において脳回に
混濁が認められた。腎臓は割面が膨隆し、やや混濁
していた。病理組織学的には、腎皮質に多数の微小
膿瘍が形成され、菌塊も散発的に認められた。グラ
ム染色では、これらの細菌はグラム陽性であった。
腎乳頭では、好中球を主とする膿瘍が形成されて
いた。また、大脳、中脳実質ならびに小脳髄膜に多
発的に膿瘍が認められた。肺では、毛細血管内に細
菌が散発的に認められた。
組織診断：ホッキョクギツネのS. pseudintermedius
による化膿性腎炎
疾病診断：ホッキョクギツネのS. pseudintermedius
による化膿性髄膜脳炎ならびに化膿性腎炎
　化膿性腎炎の症例においては、病変形成の過程
の理解が重要であり、病態は塞栓性化膿性腎炎お
よび腎盂腎炎に分けられる。栓塞性化膿性腎炎は
菌血症あるいは敗血症に続発し、糸球体や尿細管
周囲の毛細血管に栓塞し、細菌が増殖することで
生じる。一方、腎盂腎炎は腎盂および腎実質の化膿

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

性炎症で、片側性に生じることが多い。さらに、感
染経路によって、腎盂腎炎は上行性あるいは下降
性に分けられる。馬では、 Actinobacillus equuli に
よる栓塞性化膿性腎炎が知られており、罹患馬の

多くは生後数日の子馬である。近年、生産地ではで
は A. equuli の感染が散発しており、注視すべき感
染症である。

（越智章仁）

か、すなわち腹腔鏡下手術では低侵襲手術という
ことを当初から考慮しているために、早期の栄養
摂取など前倒しのリハビリテーションが適応され
ており、そのために腹腔鏡下では早期に回復して
いるのではないかとの仮説を立てた。彼らは開腹
下および腹腔鏡下消化管吻合術で早期栄養摂取を
含めた同一のリハビリテーションプログラムにお
ける比較試験を実施したところ、在院日数や術後
の回復において、開腹下手術の成績は以前のリハ
ビリテーションプログラムより向上し、腹腔鏡下
手術と有意差がなかったことから上記の仮説が証
明され、術後の回復における早期栄養摂取を含め
たリハビリテーションプログラムの重要性が示さ
れた。その後、術後の早期回復を目的とする多くの
報告から、術後のみならず術前術中の各処置が組
み込まれたERASプロトコルが提案され、消化管手
術に限らず多くの手術に適応されるようになっ
た。
　すでに、様々な手術においてERASは在院日数の
減少に加えて、術部感染症や癒合不全、各種術後合
併症を減少させることが報告されている。本シン
ポジウムでは各病院における取り組みについて議
論された。まず、注目すべき点としては、ERASは上
記17項目を推奨しているが、当然、各病院は各手
術に応じて採用する項目と、しない項目を選択し、
各病院の現状に合わせて実施されている。次に、研
究の手法としては、病院は臨床現場であるため、エ
ビデンスレベルの高いランダム化比較試験ではな
く、ERAS導入前後の回顧的調査を年単位で実施し
ていた。本シンポジウムにおいて消化器外科を中
心に呼吸器外科、心臓血管外科、肝移植など多くの
手術について報告されたが、ほとんどの報告で在
院期間は短縮し、術後感染症を含む合併症は抑制
されていた。無論、ウマにおいて同一視することは
できないものの、競走馬の術後の早期回復を実現
するための研究は少なく、栄養管理や術創処置な
どに研究の余地は十分にあると思われる。また、複
数の処置をプロトコルとして導入し、その導入前
後における比較であれば、現状の競走馬医療現場
においても十分に実施可能な研究であると考えら
れた。

○新規敗血症バイオマーカー　プレセプシン
遠藤重厚（友愛会盛岡友愛病院）

　敗血症は、制御困難な感染のため全身性に感染
症起因の症状が出現している病態のことで、ヒト
において致死的な疾患である。他の疾患から続発
することが多く、多臓器不全を伴う複雑な病態で
あるため、正確な診断は難しい現状にある。現在、
これら敗血症の診断と重症度判定にはSOFA
（sequential organ failure assessment）スコアや
APACHE（acute physiology and chronic health 
evaluation）II スコアが用いられているが、これら
は血球、生化学、血液ガスなどの血液検査や体温、
血圧など各種症状の評価が必要であり、早期の診
断と治療を要する敗血症では、短時間で診断可能
で、他の疾患と鑑別できる簡便な診断法が求めら
れている。
　本報告で示されたプレセプシンは分子量約
13kDaの糖タンパク質で2002年に日本で発見さ
れた敗血症マーカーである。プレセプシンは貪食
細胞中のCD14に存在し、感染症の刺激によって血
液中に放出されると考えられている。まず、特長と
しては他の炎症マーカーと異なり、主に菌の存在
下で反応が起こるため、全身性（血液中）の感染症
に特異的に反応する点である。ヒトでは白血球数、
プロカルシトニン、CRPは感染症の指標として用
いられている。しかし、これらの指標は敗血症の原
因となる各種疾患、局所感染、熱傷、手術、SIRS（全
身性炎症反応症候群）などでも上昇してしまう可
能性があるのに対し、プレセプシンはこれらの疾
患での上昇は認めず、偽陽性率が低いことが明ら
かとなっている。また、敗血症発症時のCRPの上昇
には数日のタイムラグが存在するが、プレセプシ
ンは敗血症発症数日前から上昇を認め、反応が非
常に速く、一刻を争う敗血症診断に有用性が高い
ことが示されている。加えて、プロカルシトニンや
CRP と比較して敗血症スコアであるAPACHE II ス
コアとの相関性が高く、敗血症の重症度判定にお
いても有用性が高い診断マーカーといえる。さら
に、血漿に加えて遠心分離をしていない全血でも
測定可能で、測定時間もわずか17分であり、臨床
現場で簡便に測定可能である。
　競走馬においても腸炎などの全身性疾患から敗

血症に移行している症例が存在するが、その病態
に関する報告は少なく、診断基準も不明確な現状
にある。プレセプシンのウマにおける報告はない
が、実験動物の敗血症モデルでもプレセプシンは
上昇していることから、ウマでも敗血症時に上昇

する可能性がある。今後は、これらのような各種血
液マーカーと症状の評価から、競走馬における敗
血症の定義や診断基準を定め、病態の解明と治療
法の確立につなげていく必要があると思われた。

（黒田泰輔）

表1　第209回つくば病理談話会の演題

表2　JPCスライドセミナーの演題
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　第209回つくば病理談話会ならびに第105回
JCPスライドセミナーが農業・食料産業技術総合
研究機構　動物衛生研究部門（茨城県つくば市）で
開催された。つくば病理談話会では、国内の検査機
関から４症例が提出された (表1)。また、JPCスラ
イドセミナーでは主に米国の研究・検査機関の症
例が紹介された (表2)。これらのうち、興味深かっ
た症例について概要を説明する。

第209回つくば病理談話会
○ホッキョクギツネの  S t a p h y l o c o c c u s  
pseudintermedius による化膿性腎炎

動物検疫所
　症例は、ホッキョクギツネ、妊娠雌の2歳齢で、
ノルウェーの繁殖農場から輸入された4頭のうち
の1頭である。輸入検疫開始直後は特に問題は認
められなかったが、検疫第17日目に食欲低下、削
痩ならびに脱水が確認されたため、検疫第20日目

に治療（補液および栄養剤の投与）を開始した。検
疫第22日目に流産し、検疫第34日目に死亡した。
　ウイルス学的ならびに細菌学的検索では、左脳
拭い液、心臓血、胸水、左胸部・左肩部・左後肢皮下
膿瘍、左後肢皮下の膠様物、腹腔内貯留物、子宮な
らびに腎臓からグラム陽性球菌が分離された。ま
た、左脳、左胸壁膿瘍および腎臓から分離された株
を 16S  rRNA 系統解析し、Staphy lo coccus  
pseudintermedius と同定された。
　剖検時、左後肢付け根付近に膿瘍物を容れる瘻
管が認められ、左体側部皮下には膿瘍が形成され
ていた。また、左後肢皮下には膠様物が認められ
た。左眼球の混濁、大脳の正中断面において脳回に
混濁が認められた。腎臓は割面が膨隆し、やや混濁
していた。病理組織学的には、腎皮質に多数の微小
膿瘍が形成され、菌塊も散発的に認められた。グラ
ム染色では、これらの細菌はグラム陽性であった。
腎乳頭では、好中球を主とする膿瘍が形成されて
いた。また、大脳、中脳実質ならびに小脳髄膜に多
発的に膿瘍が認められた。肺では、毛細血管内に細
菌が散発的に認められた。
組織診断：ホッキョクギツネのS. pseudintermedius
による化膿性腎炎
疾病診断：ホッキョクギツネのS. pseudintermedius
による化膿性髄膜脳炎ならびに化膿性腎炎
　化膿性腎炎の症例においては、病変形成の過程
の理解が重要であり、病態は塞栓性化膿性腎炎お
よび腎盂腎炎に分けられる。栓塞性化膿性腎炎は
菌血症あるいは敗血症に続発し、糸球体や尿細管
周囲の毛細血管に栓塞し、細菌が増殖することで
生じる。一方、腎盂腎炎は腎盂および腎実質の化膿

第28回日本臨床微生物学会総会・学術集会

　第28回日本臨床微生物学会総会・学術集会は、
「感染症診断、次世代への挑戦  ～従来検査法と遺
伝子・プロテオーム解析の融合～」をテーマに長崎
ブリックホール、長崎新聞文化ホールおよび長崎
県医師会館にて平成29年1月20日から22日まで
の3日間開催された。以下に興味が持たれた発表
の概要を報告する。

○次世代シークエンサーによる微生物検査のポテ
ンシャル

石井良和 (東邦大学)
　20世紀半ばからの分子生物学は、遺伝子操作と
情報解析技術・手法の飛躍的な進歩と相俟って、得
られるデータの質および量が飛躍的に向上した。
さらに、結果を得るまでの時間が大幅に短縮され
た。臨床微生物学の分野でも30年前までは用手法
で菌種を同定していたが、自動機器が普及し、さら
に最近ではMALDI-TOF MSなどの新技術が次々と
臨床応用されている。例えば、特定の抗菌薬に対す
る耐性因子を同定するには、以前はタンパク質を
コードする遺伝子をクローニングしてDNA塩基配
列を決定し、その後精製されたタンパク質を用い
てその性質を明らかにするという段階を経なけれ
ばならなかった。しかし、現在では数日で全ゲノム
情報を得ることが可能となっている。このような
革新的技術や手法の開発は、検査業務においても
これまでとは全く異なる、仕事の流れを作り出し、
人や組織を含めた新たな職種を提供することに繋
がることが考えられる。
　本講演では、次世代シークエンサー (NGS) を用
いることで、分離培養を要さず、検体から直接微生
物由来遺伝子を網羅的に検出し、微生物種の同定
を実施方法について紹介された。この方法は、従来

の微生物検査とは全く異なり、検体中に存在する
全てのゲノム情報を取得し、その中から感染症の
原因微生物由来の遺伝子を見つけ出すというもの
である。すなわち、NGSによる遺伝子検査は、山の
中に存在する鉱脈を見つけ出す探掘作業に等し
い。これを可能にしたのが、大量のゲノム配列を解
読するための機器・試薬の開発と時を同じくして
起こった、コンピューターの処理能力の革新的向
上である。しかし、実際に臨床検査に導入するに
は、経費は別にしても、必要な人材が全く不足して
いるなどの障壁がある。さらに、この技術は発展途
上であるため、検査前プロセスの標準化、感度、特
異度などの検証が十分であるとは言えない。しか
し、演者らはこの革新的検査法のポテンシャルを
感じ、微生物検査にもこの方法を取り入れるべき
であろうと述べていた。
　本発表は次世代シークエンサーを微生物検査へ
応用するというテーマに関するセミナーであり、
その一例として、角膜スワブを用いたNGSによる
ゲノム解析が紹介された。角膜スワブからは、細
菌、真菌あるいはウイルスなど多くの病原体が分
離されるが、従来の細菌学的試験に加え、NGSによ
る網羅的なゲノム解析を行い、病原体由来のDNA 
(あるいはRNA) が存在するかどうかを検討した結
果、多くの検体で分離病原体とNGSによる結果の
相関が見られたことを演者らは報告した。
　NGSは本発表の他にも、培養率が極めて低いこ
とが報告されている関節液中の病原体検索に応用
されうることが報告されている。NGSによるゲノ
ムの網羅的解析は、遅発性細菌や難治性細菌など
の細菌、分離に時間を要する真菌、あるいはウイル
スの病原体検索が迅速かつ正確に行える大きな可
能性があり、NGSが病原体検索に応用されること

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

で、より的確な医療を実施することが可能になる
ものと考えられた。

○新規ポータブルシークエンサーMinIONTMによ
る菌種同定の検討

樽本憲人ら (埼玉医科大学)
　同定が困難な臨床分離細菌の菌種同定法とし
て、16S rRNA領域を含むhouse keeping遺伝子の
シークエンス解析による同定や、matrix-assisted 
laser desorption ionization-time of flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) 法による同定が広
く行われてきているが、これらの機器は高額であ
り、また、据え置きで設置されるため、一般の施設
における実施は困難であった。しかし、近年、ポー
タブルシークエンサーであるMinIONTM (Oxford 
Nanopore Technologies) が開発された。これは手
のひらより小さく、かつUSB接続してノートPCで
制御・解析できるため、幅広い施設における臨床応
用が可能であると考えられる。
　演者らは、MALDI Biotyper (Bruker) で菌種の確
認が行われた、臨床分離株である15菌種90株を用
いて、16S ribosomal RNA 領域のPCR産物を作成
し、MinIONTMによりシークエンス解析を行い、
BLASTにより菌種の確認を行った。その結果、菌種
に一致した配列が得られた。
　本システムを用いることで、大病院や研究所だ
けではなく、国内外のあらゆる環境で細菌同定を
初めとするシークエンス解析が実施できるものと
考えられる、と演者らは報告した。
　病原体のシークエンス情報を臨床現場で得るこ
とが可能となれば、本発表で示された病原体同定
だけでなく、将来的には薬剤耐性を含めた多くの
情報を臨床へフィードバックされることが期待さ
れる。近年、次世代シークエンサー機器の進歩によ
り、比較的安価に多量のゲノム情報を得ることが
可能となったが、次世代シークエンサー導入のイ
ニシャルコストは依然高いために、一般的な検査
施設や臨床現場で病原体のシークエンス情報が活
用されることは少ない。本発表で使用された
MinIONTMは、イニシャルコストおよびランニング
コストがこれまでのシークエンサーに比較すると
格段に安価であることから、今後多くの検査施設

あるいは臨床現場への導入が進み、臨床活用され
ることが期待される。

○MALDI-TOF MSによるペプチドマスフィン
ガープリンティングを用いたIMP-1産生グラム陰
性桿菌の迅速検出法の開発

小松　方ら (天理医療大学) 
　国内においてβラクタマーゼ産生菌のうち、最
も分離されているのはIMP-1関連βラクタマーゼ
産生菌である。MALDI-TOF MSは近年、新しい細
菌・真菌同定システムとして国内の検査室に普及
している。今回、MALDI-TOF MSを用いた菌種同定
に加え、抗IMP-1抗体によるIMP-1のアフィニ
ティー精製を組み合わせることで、分離培養翌日
にIMP-1産生性が検出可能な方法を確立するため
の検討を行った。
　IMP-1遺伝子を高発現ベクターに導入し、IMP-1
をイオン交換クロマト法で大量精製した。これを
ウサギに免疫し、抗IMP-1ポリクロ―ナル抗体を
作製した。この抗体をマグネットビーズへ固定し、
臨床分離株からのIMP-1精製試薬とした。実験は、
IMP-1、IMP-6、IMP-2をそれぞれ産生する計14株
を使用した。集落を溶菌後、マグネットビーズで
30分間反応、洗浄後、IMPを溶出した。溶出液はト
リプシンで消化した。脱塩後、マトリックス 
(HCCA) とともにターゲットプレートに塗布、
IMP-1関連ペプチドを測定レンジ500～3000 m/z 
の範囲で検出した。
　IMP-1およびIMP-6産生株はいずれもIMP-1関
連ペプチドである1049.6 m/z、2461.2 m/z、
2515.2 m/z、2649.4 m/z、2831,4 m/zなどのマス
スペクトルを検出した。IMP-2産生株は抗体と反
応性が乏しく検出できなかった。本研究により、国
内で最も多く検出されているIMP-1関連βラクタ
マーゼ産生菌を分離培養集落から3時間以内に検
出可能となった、と演者らは報告した。
　MALDI-TOF MSは、細菌同定においてその迅速
性あるいは正確性などの利点から、多くの施設で
導入が進んでいる装置である。本発表では、
MALDI-TOF MSを細菌同定のみならず、ヒト医療
で重大な問題となっているβラクタマーゼ産生菌
の検出に応用したものである。ウマ医療において、

外因性のβラクタマーゼ産生菌は現時点で問題に
なることは少なく、本法を用いた検査が必要とな
る場面は少ないと思われるものの、本発表で示さ
れたMALDI-TOF MSを使用した耐性株の検出手法
は、抗菌薬を分解することにより耐性を獲得する
というメカニズムを持つ他の耐性菌への応用性に
優れており、今後様々な耐性菌へ適用されること
が期待される。

○新たな液相輸送培地オプティスワブは臨床微生
物検査に有用か

松村　充ら (帝京大学)
　微生物検査室に提供される検体は輸送培地 (ス
ワブ) によって搬送されるものが多い。また、輸送
時間や温度管理などの条件によって病原菌の検出
率は影響を受ける。そこで、現在汎用されているス
ワブと新たな液相検体輸送スワブについて、臨床
検体や菌種別に発育状況および生存能力を比較し
た。
　液相検体輸送培地オプティスワブ (Puritan) と、
汎用輸送培地トランスシステム (COPAN) を比較
した。対象菌株は、S. aureus、E. coli、P. aeruginosa、
C. jejuni、H. influenzae、B. fragile、M. catarrhalis、S. 
pneumoniaeおよびN. gonorrhoeaeの計9菌種とし
た。生存能力の比較は、保存温度を冷蔵 (4℃) およ
び室温 (25℃)、保存時間を直後、1、2、6および10
時間とし、それぞれの生菌数を測定した。また、臨
床検体として、気管切開周囲部、褥瘡部、ぬぐい液、
尿および便の合計5種類17検体について、Gram染
色像や培地へ分離培養しコロニーの発育状況など

を確認した。
　全ての細菌において菌数が多く保持できたの
は、液相検体輸送培地オプティスワブであった。保
存温度は4℃が安定していた。臨床検体では、Gram
染色像にスワブ間の相違はなかった。分離培養の
発育状況は、オプティスワブの発育面積がより広
く、分離状況もよかった。
　以上のことから、液相検体輸送培地オプティス
ワブは、従来使用している汎用輸送培地トランス
システムに比べ、病原菌の保持・生存能力が高いた
め、臨床検体の分離培養に有用であると考えられ
る、と演者らは報告した。
　採取した検体を検査施設まで輸送するうえで、
検体に存在する病原菌の菌数を増減させないこと
は、採材時点での状態を正確に検査結果へ反映さ
せるために非常に重要である。従来しばしば使用
されてきた、スワブをジェル状の培地へ差し込ん
だ状態で輸送する半流動輸送培地では、培地から
スワブを引き抜く際に検体の一部が培地へ残留す
ることで、菌数の減少が懸念され、本発表において
も半流動の輸送培地に比較し、液相の輸送培地で
あるオプティスワブがより多くの細菌を保持でき
ていたことが発表された。獣医療においても、スワ
ブを用いた検体採取が頻繁に行われていることか
ら、より最適なスワブを選択することは、臨床状態
を細菌検査へ正確に反映させるためにも重要であ
ると考えられ、オプティスワブを含めた数種類の
輸送培地の評価を今後行う必要があると考える。

（木下優太）

性炎症で、片側性に生じることが多い。さらに、感
染経路によって、腎盂腎炎は上行性あるいは下降
性に分けられる。馬では、 Actinobacillus equuli に
よる栓塞性化膿性腎炎が知られており、罹患馬の

多くは生後数日の子馬である。近年、生産地ではで
は A. equuli の感染が散発しており、注視すべき感
染症である。

（越智章仁）
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　第28回日本臨床微生物学会総会・学術集会は、
「感染症診断、次世代への挑戦  ～従来検査法と遺
伝子・プロテオーム解析の融合～」をテーマに長崎
ブリックホール、長崎新聞文化ホールおよび長崎
県医師会館にて平成29年1月20日から22日まで
の3日間開催された。以下に興味が持たれた発表
の概要を報告する。

○次世代シークエンサーによる微生物検査のポテ
ンシャル

石井良和 (東邦大学)
　20世紀半ばからの分子生物学は、遺伝子操作と
情報解析技術・手法の飛躍的な進歩と相俟って、得
られるデータの質および量が飛躍的に向上した。
さらに、結果を得るまでの時間が大幅に短縮され
た。臨床微生物学の分野でも30年前までは用手法
で菌種を同定していたが、自動機器が普及し、さら
に最近ではMALDI-TOF MSなどの新技術が次々と
臨床応用されている。例えば、特定の抗菌薬に対す
る耐性因子を同定するには、以前はタンパク質を
コードする遺伝子をクローニングしてDNA塩基配
列を決定し、その後精製されたタンパク質を用い
てその性質を明らかにするという段階を経なけれ
ばならなかった。しかし、現在では数日で全ゲノム
情報を得ることが可能となっている。このような
革新的技術や手法の開発は、検査業務においても
これまでとは全く異なる、仕事の流れを作り出し、
人や組織を含めた新たな職種を提供することに繋
がることが考えられる。
　本講演では、次世代シークエンサー (NGS) を用
いることで、分離培養を要さず、検体から直接微生
物由来遺伝子を網羅的に検出し、微生物種の同定
を実施方法について紹介された。この方法は、従来

の微生物検査とは全く異なり、検体中に存在する
全てのゲノム情報を取得し、その中から感染症の
原因微生物由来の遺伝子を見つけ出すというもの
である。すなわち、NGSによる遺伝子検査は、山の
中に存在する鉱脈を見つけ出す探掘作業に等し
い。これを可能にしたのが、大量のゲノム配列を解
読するための機器・試薬の開発と時を同じくして
起こった、コンピューターの処理能力の革新的向
上である。しかし、実際に臨床検査に導入するに
は、経費は別にしても、必要な人材が全く不足して
いるなどの障壁がある。さらに、この技術は発展途
上であるため、検査前プロセスの標準化、感度、特
異度などの検証が十分であるとは言えない。しか
し、演者らはこの革新的検査法のポテンシャルを
感じ、微生物検査にもこの方法を取り入れるべき
であろうと述べていた。
　本発表は次世代シークエンサーを微生物検査へ
応用するというテーマに関するセミナーであり、
その一例として、角膜スワブを用いたNGSによる
ゲノム解析が紹介された。角膜スワブからは、細
菌、真菌あるいはウイルスなど多くの病原体が分
離されるが、従来の細菌学的試験に加え、NGSによ
る網羅的なゲノム解析を行い、病原体由来のDNA 
(あるいはRNA) が存在するかどうかを検討した結
果、多くの検体で分離病原体とNGSによる結果の
相関が見られたことを演者らは報告した。
　NGSは本発表の他にも、培養率が極めて低いこ
とが報告されている関節液中の病原体検索に応用
されうることが報告されている。NGSによるゲノ
ムの網羅的解析は、遅発性細菌や難治性細菌など
の細菌、分離に時間を要する真菌、あるいはウイル
スの病原体検索が迅速かつ正確に行える大きな可
能性があり、NGSが病原体検索に応用されること

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

で、より的確な医療を実施することが可能になる
ものと考えられた。

○新規ポータブルシークエンサーMinIONTMによ
る菌種同定の検討

樽本憲人ら (埼玉医科大学)
　同定が困難な臨床分離細菌の菌種同定法とし
て、16S rRNA領域を含むhouse keeping遺伝子の
シークエンス解析による同定や、matrix-assisted 
laser desorption ionization-time of flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) 法による同定が広
く行われてきているが、これらの機器は高額であ
り、また、据え置きで設置されるため、一般の施設
における実施は困難であった。しかし、近年、ポー
タブルシークエンサーであるMinIONTM (Oxford 
Nanopore Technologies) が開発された。これは手
のひらより小さく、かつUSB接続してノートPCで
制御・解析できるため、幅広い施設における臨床応
用が可能であると考えられる。
　演者らは、MALDI Biotyper (Bruker) で菌種の確
認が行われた、臨床分離株である15菌種90株を用
いて、16S ribosomal RNA 領域のPCR産物を作成
し、MinIONTMによりシークエンス解析を行い、
BLASTにより菌種の確認を行った。その結果、菌種
に一致した配列が得られた。
　本システムを用いることで、大病院や研究所だ
けではなく、国内外のあらゆる環境で細菌同定を
初めとするシークエンス解析が実施できるものと
考えられる、と演者らは報告した。
　病原体のシークエンス情報を臨床現場で得るこ
とが可能となれば、本発表で示された病原体同定
だけでなく、将来的には薬剤耐性を含めた多くの
情報を臨床へフィードバックされることが期待さ
れる。近年、次世代シークエンサー機器の進歩によ
り、比較的安価に多量のゲノム情報を得ることが
可能となったが、次世代シークエンサー導入のイ
ニシャルコストは依然高いために、一般的な検査
施設や臨床現場で病原体のシークエンス情報が活
用されることは少ない。本発表で使用された
MinIONTMは、イニシャルコストおよびランニング
コストがこれまでのシークエンサーに比較すると
格段に安価であることから、今後多くの検査施設

あるいは臨床現場への導入が進み、臨床活用され
ることが期待される。

○MALDI-TOF MSによるペプチドマスフィン
ガープリンティングを用いたIMP-1産生グラム陰
性桿菌の迅速検出法の開発

小松　方ら (天理医療大学) 
　国内においてβラクタマーゼ産生菌のうち、最
も分離されているのはIMP-1関連βラクタマーゼ
産生菌である。MALDI-TOF MSは近年、新しい細
菌・真菌同定システムとして国内の検査室に普及
している。今回、MALDI-TOF MSを用いた菌種同定
に加え、抗IMP-1抗体によるIMP-1のアフィニ
ティー精製を組み合わせることで、分離培養翌日
にIMP-1産生性が検出可能な方法を確立するため
の検討を行った。
　IMP-1遺伝子を高発現ベクターに導入し、IMP-1
をイオン交換クロマト法で大量精製した。これを
ウサギに免疫し、抗IMP-1ポリクロ―ナル抗体を
作製した。この抗体をマグネットビーズへ固定し、
臨床分離株からのIMP-1精製試薬とした。実験は、
IMP-1、IMP-6、IMP-2をそれぞれ産生する計14株
を使用した。集落を溶菌後、マグネットビーズで
30分間反応、洗浄後、IMPを溶出した。溶出液はト
リプシンで消化した。脱塩後、マトリックス 
(HCCA) とともにターゲットプレートに塗布、
IMP-1関連ペプチドを測定レンジ500～3000 m/z 
の範囲で検出した。
　IMP-1およびIMP-6産生株はいずれもIMP-1関
連ペプチドである1049.6 m/z、2461.2 m/z、
2515.2 m/z、2649.4 m/z、2831,4 m/zなどのマス
スペクトルを検出した。IMP-2産生株は抗体と反
応性が乏しく検出できなかった。本研究により、国
内で最も多く検出されているIMP-1関連βラクタ
マーゼ産生菌を分離培養集落から3時間以内に検
出可能となった、と演者らは報告した。
　MALDI-TOF MSは、細菌同定においてその迅速
性あるいは正確性などの利点から、多くの施設で
導入が進んでいる装置である。本発表では、
MALDI-TOF MSを細菌同定のみならず、ヒト医療
で重大な問題となっているβラクタマーゼ産生菌
の検出に応用したものである。ウマ医療において、

外因性のβラクタマーゼ産生菌は現時点で問題に
なることは少なく、本法を用いた検査が必要とな
る場面は少ないと思われるものの、本発表で示さ
れたMALDI-TOF MSを使用した耐性株の検出手法
は、抗菌薬を分解することにより耐性を獲得する
というメカニズムを持つ他の耐性菌への応用性に
優れており、今後様々な耐性菌へ適用されること
が期待される。

○新たな液相輸送培地オプティスワブは臨床微生
物検査に有用か

松村　充ら (帝京大学)
　微生物検査室に提供される検体は輸送培地 (ス
ワブ) によって搬送されるものが多い。また、輸送
時間や温度管理などの条件によって病原菌の検出
率は影響を受ける。そこで、現在汎用されているス
ワブと新たな液相検体輸送スワブについて、臨床
検体や菌種別に発育状況および生存能力を比較し
た。
　液相検体輸送培地オプティスワブ (Puritan) と、
汎用輸送培地トランスシステム (COPAN) を比較
した。対象菌株は、S. aureus、E. coli、P. aeruginosa、
C. jejuni、H. influenzae、B. fragile、M. catarrhalis、S. 
pneumoniaeおよびN. gonorrhoeaeの計9菌種とし
た。生存能力の比較は、保存温度を冷蔵 (4℃) およ
び室温 (25℃)、保存時間を直後、1、2、6および10
時間とし、それぞれの生菌数を測定した。また、臨
床検体として、気管切開周囲部、褥瘡部、ぬぐい液、
尿および便の合計5種類17検体について、Gram染
色像や培地へ分離培養しコロニーの発育状況など

を確認した。
　全ての細菌において菌数が多く保持できたの
は、液相検体輸送培地オプティスワブであった。保
存温度は4℃が安定していた。臨床検体では、Gram
染色像にスワブ間の相違はなかった。分離培養の
発育状況は、オプティスワブの発育面積がより広
く、分離状況もよかった。
　以上のことから、液相検体輸送培地オプティス
ワブは、従来使用している汎用輸送培地トランス
システムに比べ、病原菌の保持・生存能力が高いた
め、臨床検体の分離培養に有用であると考えられ
る、と演者らは報告した。
　採取した検体を検査施設まで輸送するうえで、
検体に存在する病原菌の菌数を増減させないこと
は、採材時点での状態を正確に検査結果へ反映さ
せるために非常に重要である。従来しばしば使用
されてきた、スワブをジェル状の培地へ差し込ん
だ状態で輸送する半流動輸送培地では、培地から
スワブを引き抜く際に検体の一部が培地へ残留す
ることで、菌数の減少が懸念され、本発表において
も半流動の輸送培地に比較し、液相の輸送培地で
あるオプティスワブがより多くの細菌を保持でき
ていたことが発表された。獣医療においても、スワ
ブを用いた検体採取が頻繁に行われていることか
ら、より最適なスワブを選択することは、臨床状態
を細菌検査へ正確に反映させるためにも重要であ
ると考えられ、オプティスワブを含めた数種類の
輸送培地の評価を今後行う必要があると考える。

（木下優太）
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　第28回日本臨床微生物学会総会・学術集会は、
「感染症診断、次世代への挑戦  ～従来検査法と遺
伝子・プロテオーム解析の融合～」をテーマに長崎
ブリックホール、長崎新聞文化ホールおよび長崎
県医師会館にて平成29年1月20日から22日まで
の3日間開催された。以下に興味が持たれた発表
の概要を報告する。

○次世代シークエンサーによる微生物検査のポテ
ンシャル

石井良和 (東邦大学)
　20世紀半ばからの分子生物学は、遺伝子操作と
情報解析技術・手法の飛躍的な進歩と相俟って、得
られるデータの質および量が飛躍的に向上した。
さらに、結果を得るまでの時間が大幅に短縮され
た。臨床微生物学の分野でも30年前までは用手法
で菌種を同定していたが、自動機器が普及し、さら
に最近ではMALDI-TOF MSなどの新技術が次々と
臨床応用されている。例えば、特定の抗菌薬に対す
る耐性因子を同定するには、以前はタンパク質を
コードする遺伝子をクローニングしてDNA塩基配
列を決定し、その後精製されたタンパク質を用い
てその性質を明らかにするという段階を経なけれ
ばならなかった。しかし、現在では数日で全ゲノム
情報を得ることが可能となっている。このような
革新的技術や手法の開発は、検査業務においても
これまでとは全く異なる、仕事の流れを作り出し、
人や組織を含めた新たな職種を提供することに繋
がることが考えられる。
　本講演では、次世代シークエンサー (NGS) を用
いることで、分離培養を要さず、検体から直接微生
物由来遺伝子を網羅的に検出し、微生物種の同定
を実施方法について紹介された。この方法は、従来

の微生物検査とは全く異なり、検体中に存在する
全てのゲノム情報を取得し、その中から感染症の
原因微生物由来の遺伝子を見つけ出すというもの
である。すなわち、NGSによる遺伝子検査は、山の
中に存在する鉱脈を見つけ出す探掘作業に等し
い。これを可能にしたのが、大量のゲノム配列を解
読するための機器・試薬の開発と時を同じくして
起こった、コンピューターの処理能力の革新的向
上である。しかし、実際に臨床検査に導入するに
は、経費は別にしても、必要な人材が全く不足して
いるなどの障壁がある。さらに、この技術は発展途
上であるため、検査前プロセスの標準化、感度、特
異度などの検証が十分であるとは言えない。しか
し、演者らはこの革新的検査法のポテンシャルを
感じ、微生物検査にもこの方法を取り入れるべき
であろうと述べていた。
　本発表は次世代シークエンサーを微生物検査へ
応用するというテーマに関するセミナーであり、
その一例として、角膜スワブを用いたNGSによる
ゲノム解析が紹介された。角膜スワブからは、細
菌、真菌あるいはウイルスなど多くの病原体が分
離されるが、従来の細菌学的試験に加え、NGSによ
る網羅的なゲノム解析を行い、病原体由来のDNA 
(あるいはRNA) が存在するかどうかを検討した結
果、多くの検体で分離病原体とNGSによる結果の
相関が見られたことを演者らは報告した。
　NGSは本発表の他にも、培養率が極めて低いこ
とが報告されている関節液中の病原体検索に応用
されうることが報告されている。NGSによるゲノ
ムの網羅的解析は、遅発性細菌や難治性細菌など
の細菌、分離に時間を要する真菌、あるいはウイル
スの病原体検索が迅速かつ正確に行える大きな可
能性があり、NGSが病原体検索に応用されること

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

第13回乳酸研究会

　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で13回目を迎えた。前半では筋グリコー
ゲン量をコントロールする意義および筋グリコー
ゲンの回復についての演題があり、後半はオリン
ピックおよびパラリンピックの科学サポートにつ
いての演題があった。

○筋グリコーゲンの視点からの疲労予防と回復
高橋英幸（国立スポーツ科学センター）

　筋グリコーゲンは、短時間から長時間の高強度
運動において、ATPを再合成するための重要なエ
ネルギー源となる。筋グリコーゲンの貯蔵量は限
定されており、その枯渇が疲労をもたらす１つの
要因となる可能性が示されているが、そのメカニ
ズムは完全に明らかにされているわけではない。

しかしながら、筋グリコーゲンが減少することに
より運動パフォーマンスが低下すること、そして
筋グリコーゲンが多いほど高い運動パフォーマン
スを発揮するという事実は、筋グリコーゲンの減
少・枯渇が疲労と深く関係していることを示して
いる。筋グリコーゲン含有量を調べるためには侵
襲的な筋バイオプシーをしなければならなかった
が、最近では炭素磁気共鳴分光法（ca r b o n  
magnetic resonance spectroscopy: 13C MRS）を用
いた非侵襲的定量が可能となっている。
　筋グリコーゲンローディングの方法には、糖質
制限をしている状態で筋グリコーゲンが枯渇する
ような運動をした後に大量の糖質を摂取する古典
的なローディング方法に加えて、より実際の選手
に応用しやすいように糖質摂取制限を少なくする
方法やより短期間で実施できる方法も提案されて
きている。運動中の糖質摂取により、筋グリコーゲ
ンと肝グリコーゲンの節約効果と、摂取された糖
質の高い酸化速度の維持により、筋グリコーゲン
減少およびパフォーマンス低下が抑制されること
が示されている。そして、グルコース単体摂取より
も、グルコース＋フルクトースの混合物を摂取し
た方が、その糖質の酸化速度を増加させてパ
フォーマンスが向上すること、胃腸ストレスが低
減されることが報告されている。
　運動後の筋グリコーゲン回復速度には、運動終
了時の筋グリコーゲン濃度、運動のタイプ、糖質の
種類・摂取量・頻度、他の栄養素の共摂取の有無、ト
レーニング状態、筋損傷の有無などが関係する。特
に高強度の運動で筋グリコーゲン含有量が30 
mM以下に減少する場合には、運動後45分程度ま
でのインスリン非依存性の速い回復と、その後の
インスリン依存性の遅い回復の二相性になること
が示されている。1日数回パフォーマンス発揮が
必要となる種目では、運動後にいかに速く筋グリ
コーゲンを回復させるかが重要になる。運動後4
時間以内に効果的に筋グリコーゲンを回復させる
ためには、1.2 g/kg/hの糖質を摂取することが推
奨されている。摂取する糖質の種類に関しては、フ
ルクトースよりもグルコース、スクロースの方が
筋グリコーゲン回復速度が速いことが示されてい
る。

　一方、連日高強度の練習や試合をするために、翌
日（~24 h）までに筋グリコーゲンを回復させたい
場合には、アメリカスポーツ医学会の指針により、
7 ~ 12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨されている。演
者らの研究において、長時間（約1.5時間）の高強度
自転車運動後の回復を調べた結果、7 g/kg/dayと
10 g/kg/dayの糖質摂取では、両群とも24時間後
までにほぼ回復し、試技間で回復速度に差が見ら
れなかったが、5 g/kg/dayの摂取では24時間後で
も82%までしか回復しないことが示されている。
一方、肝グリコーゲン回復に関する研究は非常に
少ないが、フルクトースは肝臓におけるグリコー
ゲン合成を刺激し、肝グリコーゲン分解を抑制す
る可能性が示されている。
　サラブレッドの一般的な追い切り調教やレース
では筋グリコーゲンは枯渇まではしないが、
25-50%程度は減少していることが我々の研究か
ら判明している。また、サラブレッドの筋グリコー
ゲンの回復速度はヒトに比べて1/2~1/3とかなり
遅く、運動24時間後には完全には回復していない
ことが多い。筋グリコーゲンが回復していない状
態では最大筋力が発揮できないので、筋グリコー
ゲンがしっかり回復した状態で追い切り調教や
レースに臨むことは重要であると言える。一方、近
年ではエン麦の多給によるデンプンの過剰摂取
は、疝痛、スクミ、蹄葉炎などの発症リスクを増大
させるという懸念から、エン麦の代わりにビート
パルプとオイルを給与する牧場も散見されてい
る。しかし、ビートパルプとオイルを中心とした給
餌では、総エネルギーに対する脂肪の割合が高く、
筋グリコーゲンの回復に重要な炭水化物が不足し
て い る 可 能 性 が あ る 。実 際 、2 0 1 4 年 の
International Conference of Equine Exercise 
Physiology (ICEEP)において、Mesquitaらは可消化
エネルギーの割合が炭水化物18%、脂肪23%、線維
45%の低デンプン群は、強運動72時間後の筋グリ
コーゲンの回復が高デンプン群（炭水化物45%）や
中デンプン群（炭水化物36%）より大幅に遅いこと
を報告している。トレーニングの際に筋グリコー
ゲンが多い方がいいのか、それとも少ない方がい
いのかについては議論のあるところではあるが
（低グリコーゲン状態でトレーニングした方がト

レーニング効果が高いというヒトの報告がある）、
少なくともレースに関しては筋グリコーゲンが完
全に回復した状態で臨む方がよいため、デンプン
摂取量の削減については注意が必要であろう。

（向井和隆）

○運動後の骨格筋グリコーゲンの回復を促進させ
る栄養摂取方法の探索

高橋裕美子（東京大学大学院）
　50年程前から、筋グリコーゲン量と一定強度の
持久的運動の運動時間は正の相関を示すことが知
られており、運動時の最も重要なエネルギー源は、
骨格筋のグリコーゲンであることは明らかであ
る。運動によってグリコーゲン貯蔵が低下した骨
格筋では、血糖の取り込みが高まり、グリコーゲン
合成が亢進する。運動後の骨格筋グリコーゲンの
回復量は炭水化物の摂取量に比例し、運動後に十
分な量の炭水化物を摂取し続けると、運動前より
も骨格筋グリコーゲンの貯蔵が高まる超回復現象
がみられる。しかし、骨格筋グリコーゲン合成を最
大に高めるためには、次の運動を8時間以内に行
う場合は毎時間体重1kgあたり1-1.2gの炭水化物
の摂取が必要であり、翌日に運動を行う場合は1
日体重1kgあたり7-12gの炭水化物の摂取が必要
とされている。このような多量の炭水化物摂取は、
実施が困難な選手がいる可能性が高い上に、筋グ
リコーゲンレベルが安静時の状態に回復するまで
に2日以上かかる競技もある。そのため、骨格筋グ
リコーゲンの回復を促進して、次の運動に備える
ためには、運動後に多量の炭水化物を摂取するこ
とに加え、更なる工夫を行う必要がある。演者らは
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索と②運動前の食生活の変化が運動後の
骨格筋グリコーゲン回復に与える効果を検討して
きた。
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索
　演者らはタウリン（2-アミノエタンスルホン酸）
という栄養素が運動後の骨格筋グリコーゲン回復
を促進させる可能性を検討してきた。糖負荷試験
の際にタウリンを投与すると、血糖値の上昇抑制、
すなわち組織内への血糖の取り込みが高まること

が示唆されている。演者らはICR系統のマウスに持
久的運動を行わせ、骨格筋グリコーゲン回復に対
するタウリンの経口投与の検討を行った。その結
果、タウリン投与群では非投与群と比較して、運動
終了から120分後の骨格筋グリコーゲン濃度が高
値を示した。また、タウリン投与群では、グルコー
ス投与60分後までの血糖値の曲線下面積が抑え
られていた。これらの結果から、タウリン投与が血
糖の取り込みを高め、骨格筋グリコーゲン合成を
促進した可能性が考えられた。
②運動前の食生活の変化が運動後の骨格筋グリ
コーゲン回復に与える効果
　脂質の割合が高い食事は、3日程度摂取するだ
けで、運動時の脂質利用の増加をもたらす。3日か
ら1週間程度、食事中の脂質の割合を高めること
で、運動時に骨格筋グリコーゲンをはじめとした
糖質の利用を抑え、パフォーマンスを向上させら
れる可能性がある。しかし、高脂肪食は短期間で
あっても、運動後の骨格筋グリコーゲン回復に影
響する可能性がある。運動を行っていない条件で
糖負荷試験を行った場合、3日から1週間程度の期
間、高脂肪食を摂取しただけで、血糖の取り込みが
低下することが報告されている。
　そこで、演者らは試合前最後の練習後に炭水化
物を多く取り、骨格筋グリコーゲン貯蔵を高める
場面を想定した実験を行った。ICR系統のマウスに
通常飼料または高脂肪飼料を3日間与え、持久的
運動後にグルコースを経口投与し、骨格筋グリ
コーゲン濃度を測定した。その結果、運動前に高脂
肪飼料を摂取した群では通常飼料摂取群と比較し
て、運動終了120分後まで骨格筋グリコーゲン濃
度が低いという、負の効果がみられた。以上から、
高脂肪食の摂取は3日という短期間であっても、
運動後の骨格筋グリコーゲン回復を抑えることが
示唆された。
　本演題は、サプリメントや、食事の組成が筋グリ
コーゲン回復に及ぼす影響に関する演題であっ
た。スポーツ選手において、試合前にエネルギー源
をいかに摂取するか、また試合後にいかに回復す
るかということは競技中に最大限のパフォーマン
スを発揮する上で非常に重要である。本演題では
①、②以外にも、高炭水化物摂取後に高強度トレー

ニングを実施し、その後は炭水化物の摂取を制限
して睡眠をとる方法や、グリコーゲンが枯渇した
状態でトレーニングを行うと脂質代謝の効率を上
昇させるため、長距離走のような競技においては
有効なトレーニング方法である可能性があること
も紹介され、アスリートの栄養管理は多岐にわ
たっていることを感じた。サラブレッドでは骨格

筋グリコーゲンが枯渇するまで運動することは通
常行わないが、ヒトと同様に筋活動のエネルギー
源はグリコーゲンであるので、グリコーゲン代謝
経路や、サプリメントの効果について検討してい
く必要性を感じた。

（高橋佑治）

で、より的確な医療を実施することが可能になる
ものと考えられた。

○新規ポータブルシークエンサーMinIONTMによ
る菌種同定の検討

樽本憲人ら (埼玉医科大学)
　同定が困難な臨床分離細菌の菌種同定法とし
て、16S rRNA領域を含むhouse keeping遺伝子の
シークエンス解析による同定や、matrix-assisted 
laser desorption ionization-time of flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) 法による同定が広
く行われてきているが、これらの機器は高額であ
り、また、据え置きで設置されるため、一般の施設
における実施は困難であった。しかし、近年、ポー
タブルシークエンサーであるMinIONTM (Oxford 
Nanopore Technologies) が開発された。これは手
のひらより小さく、かつUSB接続してノートPCで
制御・解析できるため、幅広い施設における臨床応
用が可能であると考えられる。
　演者らは、MALDI Biotyper (Bruker) で菌種の確
認が行われた、臨床分離株である15菌種90株を用
いて、16S ribosomal RNA 領域のPCR産物を作成
し、MinIONTMによりシークエンス解析を行い、
BLASTにより菌種の確認を行った。その結果、菌種
に一致した配列が得られた。
　本システムを用いることで、大病院や研究所だ
けではなく、国内外のあらゆる環境で細菌同定を
初めとするシークエンス解析が実施できるものと
考えられる、と演者らは報告した。
　病原体のシークエンス情報を臨床現場で得るこ
とが可能となれば、本発表で示された病原体同定
だけでなく、将来的には薬剤耐性を含めた多くの
情報を臨床へフィードバックされることが期待さ
れる。近年、次世代シークエンサー機器の進歩によ
り、比較的安価に多量のゲノム情報を得ることが
可能となったが、次世代シークエンサー導入のイ
ニシャルコストは依然高いために、一般的な検査
施設や臨床現場で病原体のシークエンス情報が活
用されることは少ない。本発表で使用された
MinIONTMは、イニシャルコストおよびランニング
コストがこれまでのシークエンサーに比較すると
格段に安価であることから、今後多くの検査施設

あるいは臨床現場への導入が進み、臨床活用され
ることが期待される。

○MALDI-TOF MSによるペプチドマスフィン
ガープリンティングを用いたIMP-1産生グラム陰
性桿菌の迅速検出法の開発

小松　方ら (天理医療大学) 
　国内においてβラクタマーゼ産生菌のうち、最
も分離されているのはIMP-1関連βラクタマーゼ
産生菌である。MALDI-TOF MSは近年、新しい細
菌・真菌同定システムとして国内の検査室に普及
している。今回、MALDI-TOF MSを用いた菌種同定
に加え、抗IMP-1抗体によるIMP-1のアフィニ
ティー精製を組み合わせることで、分離培養翌日
にIMP-1産生性が検出可能な方法を確立するため
の検討を行った。
　IMP-1遺伝子を高発現ベクターに導入し、IMP-1
をイオン交換クロマト法で大量精製した。これを
ウサギに免疫し、抗IMP-1ポリクロ―ナル抗体を
作製した。この抗体をマグネットビーズへ固定し、
臨床分離株からのIMP-1精製試薬とした。実験は、
IMP-1、IMP-6、IMP-2をそれぞれ産生する計14株
を使用した。集落を溶菌後、マグネットビーズで
30分間反応、洗浄後、IMPを溶出した。溶出液はト
リプシンで消化した。脱塩後、マトリックス 
(HCCA) とともにターゲットプレートに塗布、
IMP-1関連ペプチドを測定レンジ500～3000 m/z 
の範囲で検出した。
　IMP-1およびIMP-6産生株はいずれもIMP-1関
連ペプチドである1049.6 m/z、2461.2 m/z、
2515.2 m/z、2649.4 m/z、2831,4 m/zなどのマス
スペクトルを検出した。IMP-2産生株は抗体と反
応性が乏しく検出できなかった。本研究により、国
内で最も多く検出されているIMP-1関連βラクタ
マーゼ産生菌を分離培養集落から3時間以内に検
出可能となった、と演者らは報告した。
　MALDI-TOF MSは、細菌同定においてその迅速
性あるいは正確性などの利点から、多くの施設で
導入が進んでいる装置である。本発表では、
MALDI-TOF MSを細菌同定のみならず、ヒト医療
で重大な問題となっているβラクタマーゼ産生菌
の検出に応用したものである。ウマ医療において、

外因性のβラクタマーゼ産生菌は現時点で問題に
なることは少なく、本法を用いた検査が必要とな
る場面は少ないと思われるものの、本発表で示さ
れたMALDI-TOF MSを使用した耐性株の検出手法
は、抗菌薬を分解することにより耐性を獲得する
というメカニズムを持つ他の耐性菌への応用性に
優れており、今後様々な耐性菌へ適用されること
が期待される。

○新たな液相輸送培地オプティスワブは臨床微生
物検査に有用か

松村　充ら (帝京大学)
　微生物検査室に提供される検体は輸送培地 (ス
ワブ) によって搬送されるものが多い。また、輸送
時間や温度管理などの条件によって病原菌の検出
率は影響を受ける。そこで、現在汎用されているス
ワブと新たな液相検体輸送スワブについて、臨床
検体や菌種別に発育状況および生存能力を比較し
た。
　液相検体輸送培地オプティスワブ (Puritan) と、
汎用輸送培地トランスシステム (COPAN) を比較
した。対象菌株は、S. aureus、E. coli、P. aeruginosa、
C. jejuni、H. influenzae、B. fragile、M. catarrhalis、S. 
pneumoniaeおよびN. gonorrhoeaeの計9菌種とし
た。生存能力の比較は、保存温度を冷蔵 (4℃) およ
び室温 (25℃)、保存時間を直後、1、2、6および10
時間とし、それぞれの生菌数を測定した。また、臨
床検体として、気管切開周囲部、褥瘡部、ぬぐい液、
尿および便の合計5種類17検体について、Gram染
色像や培地へ分離培養しコロニーの発育状況など

を確認した。
　全ての細菌において菌数が多く保持できたの
は、液相検体輸送培地オプティスワブであった。保
存温度は4℃が安定していた。臨床検体では、Gram
染色像にスワブ間の相違はなかった。分離培養の
発育状況は、オプティスワブの発育面積がより広
く、分離状況もよかった。
　以上のことから、液相検体輸送培地オプティス
ワブは、従来使用している汎用輸送培地トランス
システムに比べ、病原菌の保持・生存能力が高いた
め、臨床検体の分離培養に有用であると考えられ
る、と演者らは報告した。
　採取した検体を検査施設まで輸送するうえで、
検体に存在する病原菌の菌数を増減させないこと
は、採材時点での状態を正確に検査結果へ反映さ
せるために非常に重要である。従来しばしば使用
されてきた、スワブをジェル状の培地へ差し込ん
だ状態で輸送する半流動輸送培地では、培地から
スワブを引き抜く際に検体の一部が培地へ残留す
ることで、菌数の減少が懸念され、本発表において
も半流動の輸送培地に比較し、液相の輸送培地で
あるオプティスワブがより多くの細菌を保持でき
ていたことが発表された。獣医療においても、スワ
ブを用いた検体採取が頻繁に行われていることか
ら、より最適なスワブを選択することは、臨床状態
を細菌検査へ正確に反映させるためにも重要であ
ると考えられ、オプティスワブを含めた数種類の
輸送培地の評価を今後行う必要があると考える。

（木下優太）
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　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で13回目を迎えた。前半では筋グリコー
ゲン量をコントロールする意義および筋グリコー
ゲンの回復についての演題があり、後半はオリン
ピックおよびパラリンピックの科学サポートにつ
いての演題があった。

○筋グリコーゲンの視点からの疲労予防と回復
高橋英幸（国立スポーツ科学センター）

　筋グリコーゲンは、短時間から長時間の高強度
運動において、ATPを再合成するための重要なエ
ネルギー源となる。筋グリコーゲンの貯蔵量は限
定されており、その枯渇が疲労をもたらす１つの
要因となる可能性が示されているが、そのメカニ
ズムは完全に明らかにされているわけではない。

しかしながら、筋グリコーゲンが減少することに
より運動パフォーマンスが低下すること、そして
筋グリコーゲンが多いほど高い運動パフォーマン
スを発揮するという事実は、筋グリコーゲンの減
少・枯渇が疲労と深く関係していることを示して
いる。筋グリコーゲン含有量を調べるためには侵
襲的な筋バイオプシーをしなければならなかった
が、最近では炭素磁気共鳴分光法（ca r b o n  
magnetic resonance spectroscopy: 13C MRS）を用
いた非侵襲的定量が可能となっている。
　筋グリコーゲンローディングの方法には、糖質
制限をしている状態で筋グリコーゲンが枯渇する
ような運動をした後に大量の糖質を摂取する古典
的なローディング方法に加えて、より実際の選手
に応用しやすいように糖質摂取制限を少なくする
方法やより短期間で実施できる方法も提案されて
きている。運動中の糖質摂取により、筋グリコーゲ
ンと肝グリコーゲンの節約効果と、摂取された糖
質の高い酸化速度の維持により、筋グリコーゲン
減少およびパフォーマンス低下が抑制されること
が示されている。そして、グルコース単体摂取より
も、グルコース＋フルクトースの混合物を摂取し
た方が、その糖質の酸化速度を増加させてパ
フォーマンスが向上すること、胃腸ストレスが低
減されることが報告されている。
　運動後の筋グリコーゲン回復速度には、運動終
了時の筋グリコーゲン濃度、運動のタイプ、糖質の
種類・摂取量・頻度、他の栄養素の共摂取の有無、ト
レーニング状態、筋損傷の有無などが関係する。特
に高強度の運動で筋グリコーゲン含有量が30 
mM以下に減少する場合には、運動後45分程度ま
でのインスリン非依存性の速い回復と、その後の
インスリン依存性の遅い回復の二相性になること
が示されている。1日数回パフォーマンス発揮が
必要となる種目では、運動後にいかに速く筋グリ
コーゲンを回復させるかが重要になる。運動後4
時間以内に効果的に筋グリコーゲンを回復させる
ためには、1.2 g/kg/hの糖質を摂取することが推
奨されている。摂取する糖質の種類に関しては、フ
ルクトースよりもグルコース、スクロースの方が
筋グリコーゲン回復速度が速いことが示されてい
る。

　一方、連日高強度の練習や試合をするために、翌
日（~24 h）までに筋グリコーゲンを回復させたい
場合には、アメリカスポーツ医学会の指針により、
7 ~ 12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨されている。演
者らの研究において、長時間（約1.5時間）の高強度
自転車運動後の回復を調べた結果、7 g/kg/dayと
10 g/kg/dayの糖質摂取では、両群とも24時間後
までにほぼ回復し、試技間で回復速度に差が見ら
れなかったが、5 g/kg/dayの摂取では24時間後で
も82%までしか回復しないことが示されている。
一方、肝グリコーゲン回復に関する研究は非常に
少ないが、フルクトースは肝臓におけるグリコー
ゲン合成を刺激し、肝グリコーゲン分解を抑制す
る可能性が示されている。
　サラブレッドの一般的な追い切り調教やレース
では筋グリコーゲンは枯渇まではしないが、
25-50%程度は減少していることが我々の研究か
ら判明している。また、サラブレッドの筋グリコー
ゲンの回復速度はヒトに比べて1/2~1/3とかなり
遅く、運動24時間後には完全には回復していない
ことが多い。筋グリコーゲンが回復していない状
態では最大筋力が発揮できないので、筋グリコー
ゲンがしっかり回復した状態で追い切り調教や
レースに臨むことは重要であると言える。一方、近
年ではエン麦の多給によるデンプンの過剰摂取
は、疝痛、スクミ、蹄葉炎などの発症リスクを増大
させるという懸念から、エン麦の代わりにビート
パルプとオイルを給与する牧場も散見されてい
る。しかし、ビートパルプとオイルを中心とした給
餌では、総エネルギーに対する脂肪の割合が高く、
筋グリコーゲンの回復に重要な炭水化物が不足し
て い る 可 能 性 が あ る 。実 際 、2 0 1 4 年 の
International Conference of Equine Exercise 
Physiology (ICEEP)において、Mesquitaらは可消化
エネルギーの割合が炭水化物18%、脂肪23%、線維
45%の低デンプン群は、強運動72時間後の筋グリ
コーゲンの回復が高デンプン群（炭水化物45%）や
中デンプン群（炭水化物36%）より大幅に遅いこと
を報告している。トレーニングの際に筋グリコー
ゲンが多い方がいいのか、それとも少ない方がい
いのかについては議論のあるところではあるが
（低グリコーゲン状態でトレーニングした方がト

レーニング効果が高いというヒトの報告がある）、
少なくともレースに関しては筋グリコーゲンが完
全に回復した状態で臨む方がよいため、デンプン
摂取量の削減については注意が必要であろう。

（向井和隆）

○運動後の骨格筋グリコーゲンの回復を促進させ
る栄養摂取方法の探索

高橋裕美子（東京大学大学院）
　50年程前から、筋グリコーゲン量と一定強度の
持久的運動の運動時間は正の相関を示すことが知
られており、運動時の最も重要なエネルギー源は、
骨格筋のグリコーゲンであることは明らかであ
る。運動によってグリコーゲン貯蔵が低下した骨
格筋では、血糖の取り込みが高まり、グリコーゲン
合成が亢進する。運動後の骨格筋グリコーゲンの
回復量は炭水化物の摂取量に比例し、運動後に十
分な量の炭水化物を摂取し続けると、運動前より
も骨格筋グリコーゲンの貯蔵が高まる超回復現象
がみられる。しかし、骨格筋グリコーゲン合成を最
大に高めるためには、次の運動を8時間以内に行
う場合は毎時間体重1kgあたり1-1.2gの炭水化物
の摂取が必要であり、翌日に運動を行う場合は1
日体重1kgあたり7-12gの炭水化物の摂取が必要
とされている。このような多量の炭水化物摂取は、
実施が困難な選手がいる可能性が高い上に、筋グ
リコーゲンレベルが安静時の状態に回復するまで
に2日以上かかる競技もある。そのため、骨格筋グ
リコーゲンの回復を促進して、次の運動に備える
ためには、運動後に多量の炭水化物を摂取するこ
とに加え、更なる工夫を行う必要がある。演者らは
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索と②運動前の食生活の変化が運動後の
骨格筋グリコーゲン回復に与える効果を検討して
きた。
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索
　演者らはタウリン（2-アミノエタンスルホン酸）
という栄養素が運動後の骨格筋グリコーゲン回復
を促進させる可能性を検討してきた。糖負荷試験
の際にタウリンを投与すると、血糖値の上昇抑制、
すなわち組織内への血糖の取り込みが高まること

が示唆されている。演者らはICR系統のマウスに持
久的運動を行わせ、骨格筋グリコーゲン回復に対
するタウリンの経口投与の検討を行った。その結
果、タウリン投与群では非投与群と比較して、運動
終了から120分後の骨格筋グリコーゲン濃度が高
値を示した。また、タウリン投与群では、グルコー
ス投与60分後までの血糖値の曲線下面積が抑え
られていた。これらの結果から、タウリン投与が血
糖の取り込みを高め、骨格筋グリコーゲン合成を
促進した可能性が考えられた。
②運動前の食生活の変化が運動後の骨格筋グリ
コーゲン回復に与える効果
　脂質の割合が高い食事は、3日程度摂取するだ
けで、運動時の脂質利用の増加をもたらす。3日か
ら1週間程度、食事中の脂質の割合を高めること
で、運動時に骨格筋グリコーゲンをはじめとした
糖質の利用を抑え、パフォーマンスを向上させら
れる可能性がある。しかし、高脂肪食は短期間で
あっても、運動後の骨格筋グリコーゲン回復に影
響する可能性がある。運動を行っていない条件で
糖負荷試験を行った場合、3日から1週間程度の期
間、高脂肪食を摂取しただけで、血糖の取り込みが
低下することが報告されている。
　そこで、演者らは試合前最後の練習後に炭水化
物を多く取り、骨格筋グリコーゲン貯蔵を高める
場面を想定した実験を行った。ICR系統のマウスに
通常飼料または高脂肪飼料を3日間与え、持久的
運動後にグルコースを経口投与し、骨格筋グリ
コーゲン濃度を測定した。その結果、運動前に高脂
肪飼料を摂取した群では通常飼料摂取群と比較し
て、運動終了120分後まで骨格筋グリコーゲン濃
度が低いという、負の効果がみられた。以上から、
高脂肪食の摂取は3日という短期間であっても、
運動後の骨格筋グリコーゲン回復を抑えることが
示唆された。
　本演題は、サプリメントや、食事の組成が筋グリ
コーゲン回復に及ぼす影響に関する演題であっ
た。スポーツ選手において、試合前にエネルギー源
をいかに摂取するか、また試合後にいかに回復す
るかということは競技中に最大限のパフォーマン
スを発揮する上で非常に重要である。本演題では
①、②以外にも、高炭水化物摂取後に高強度トレー

ニングを実施し、その後は炭水化物の摂取を制限
して睡眠をとる方法や、グリコーゲンが枯渇した
状態でトレーニングを行うと脂質代謝の効率を上
昇させるため、長距離走のような競技においては
有効なトレーニング方法である可能性があること
も紹介され、アスリートの栄養管理は多岐にわ
たっていることを感じた。サラブレッドでは骨格

筋グリコーゲンが枯渇するまで運動することは通
常行わないが、ヒトと同様に筋活動のエネルギー
源はグリコーゲンであるので、グリコーゲン代謝
経路や、サプリメントの効果について検討してい
く必要性を感じた。

（高橋佑治）
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　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で13回目を迎えた。前半では筋グリコー
ゲン量をコントロールする意義および筋グリコー
ゲンの回復についての演題があり、後半はオリン
ピックおよびパラリンピックの科学サポートにつ
いての演題があった。

○筋グリコーゲンの視点からの疲労予防と回復
高橋英幸（国立スポーツ科学センター）

　筋グリコーゲンは、短時間から長時間の高強度
運動において、ATPを再合成するための重要なエ
ネルギー源となる。筋グリコーゲンの貯蔵量は限
定されており、その枯渇が疲労をもたらす１つの
要因となる可能性が示されているが、そのメカニ
ズムは完全に明らかにされているわけではない。

しかしながら、筋グリコーゲンが減少することに
より運動パフォーマンスが低下すること、そして
筋グリコーゲンが多いほど高い運動パフォーマン
スを発揮するという事実は、筋グリコーゲンの減
少・枯渇が疲労と深く関係していることを示して
いる。筋グリコーゲン含有量を調べるためには侵
襲的な筋バイオプシーをしなければならなかった
が、最近では炭素磁気共鳴分光法（ca r b o n  
magnetic resonance spectroscopy: 13C MRS）を用
いた非侵襲的定量が可能となっている。
　筋グリコーゲンローディングの方法には、糖質
制限をしている状態で筋グリコーゲンが枯渇する
ような運動をした後に大量の糖質を摂取する古典
的なローディング方法に加えて、より実際の選手
に応用しやすいように糖質摂取制限を少なくする
方法やより短期間で実施できる方法も提案されて
きている。運動中の糖質摂取により、筋グリコーゲ
ンと肝グリコーゲンの節約効果と、摂取された糖
質の高い酸化速度の維持により、筋グリコーゲン
減少およびパフォーマンス低下が抑制されること
が示されている。そして、グルコース単体摂取より
も、グルコース＋フルクトースの混合物を摂取し
た方が、その糖質の酸化速度を増加させてパ
フォーマンスが向上すること、胃腸ストレスが低
減されることが報告されている。
　運動後の筋グリコーゲン回復速度には、運動終
了時の筋グリコーゲン濃度、運動のタイプ、糖質の
種類・摂取量・頻度、他の栄養素の共摂取の有無、ト
レーニング状態、筋損傷の有無などが関係する。特
に高強度の運動で筋グリコーゲン含有量が30 
mM以下に減少する場合には、運動後45分程度ま
でのインスリン非依存性の速い回復と、その後の
インスリン依存性の遅い回復の二相性になること
が示されている。1日数回パフォーマンス発揮が
必要となる種目では、運動後にいかに速く筋グリ
コーゲンを回復させるかが重要になる。運動後4
時間以内に効果的に筋グリコーゲンを回復させる
ためには、1.2 g/kg/hの糖質を摂取することが推
奨されている。摂取する糖質の種類に関しては、フ
ルクトースよりもグルコース、スクロースの方が
筋グリコーゲン回復速度が速いことが示されてい
る。

　一方、連日高強度の練習や試合をするために、翌
日（~24 h）までに筋グリコーゲンを回復させたい
場合には、アメリカスポーツ医学会の指針により、
7 ~ 12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨されている。演
者らの研究において、長時間（約1.5時間）の高強度
自転車運動後の回復を調べた結果、7 g/kg/dayと
10 g/kg/dayの糖質摂取では、両群とも24時間後
までにほぼ回復し、試技間で回復速度に差が見ら
れなかったが、5 g/kg/dayの摂取では24時間後で
も82%までしか回復しないことが示されている。
一方、肝グリコーゲン回復に関する研究は非常に
少ないが、フルクトースは肝臓におけるグリコー
ゲン合成を刺激し、肝グリコーゲン分解を抑制す
る可能性が示されている。
　サラブレッドの一般的な追い切り調教やレース
では筋グリコーゲンは枯渇まではしないが、
25-50%程度は減少していることが我々の研究か
ら判明している。また、サラブレッドの筋グリコー
ゲンの回復速度はヒトに比べて1/2~1/3とかなり
遅く、運動24時間後には完全には回復していない
ことが多い。筋グリコーゲンが回復していない状
態では最大筋力が発揮できないので、筋グリコー
ゲンがしっかり回復した状態で追い切り調教や
レースに臨むことは重要であると言える。一方、近
年ではエン麦の多給によるデンプンの過剰摂取
は、疝痛、スクミ、蹄葉炎などの発症リスクを増大
させるという懸念から、エン麦の代わりにビート
パルプとオイルを給与する牧場も散見されてい
る。しかし、ビートパルプとオイルを中心とした給
餌では、総エネルギーに対する脂肪の割合が高く、
筋グリコーゲンの回復に重要な炭水化物が不足し
て い る 可 能 性 が あ る 。実 際 、2 0 1 4 年 の
International Conference of Equine Exercise 
Physiology (ICEEP)において、Mesquitaらは可消化
エネルギーの割合が炭水化物18%、脂肪23%、線維
45%の低デンプン群は、強運動72時間後の筋グリ
コーゲンの回復が高デンプン群（炭水化物45%）や
中デンプン群（炭水化物36%）より大幅に遅いこと
を報告している。トレーニングの際に筋グリコー
ゲンが多い方がいいのか、それとも少ない方がい
いのかについては議論のあるところではあるが
（低グリコーゲン状態でトレーニングした方がト

レーニング効果が高いというヒトの報告がある）、
少なくともレースに関しては筋グリコーゲンが完
全に回復した状態で臨む方がよいため、デンプン
摂取量の削減については注意が必要であろう。

（向井和隆）

○運動後の骨格筋グリコーゲンの回復を促進させ
る栄養摂取方法の探索

高橋裕美子（東京大学大学院）
　50年程前から、筋グリコーゲン量と一定強度の
持久的運動の運動時間は正の相関を示すことが知
られており、運動時の最も重要なエネルギー源は、
骨格筋のグリコーゲンであることは明らかであ
る。運動によってグリコーゲン貯蔵が低下した骨
格筋では、血糖の取り込みが高まり、グリコーゲン
合成が亢進する。運動後の骨格筋グリコーゲンの
回復量は炭水化物の摂取量に比例し、運動後に十
分な量の炭水化物を摂取し続けると、運動前より
も骨格筋グリコーゲンの貯蔵が高まる超回復現象
がみられる。しかし、骨格筋グリコーゲン合成を最
大に高めるためには、次の運動を8時間以内に行
う場合は毎時間体重1kgあたり1-1.2gの炭水化物
の摂取が必要であり、翌日に運動を行う場合は1
日体重1kgあたり7-12gの炭水化物の摂取が必要
とされている。このような多量の炭水化物摂取は、
実施が困難な選手がいる可能性が高い上に、筋グ
リコーゲンレベルが安静時の状態に回復するまで
に2日以上かかる競技もある。そのため、骨格筋グ
リコーゲンの回復を促進して、次の運動に備える
ためには、運動後に多量の炭水化物を摂取するこ
とに加え、更なる工夫を行う必要がある。演者らは
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索と②運動前の食生活の変化が運動後の
骨格筋グリコーゲン回復に与える効果を検討して
きた。
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索
　演者らはタウリン（2-アミノエタンスルホン酸）
という栄養素が運動後の骨格筋グリコーゲン回復
を促進させる可能性を検討してきた。糖負荷試験
の際にタウリンを投与すると、血糖値の上昇抑制、
すなわち組織内への血糖の取り込みが高まること

が示唆されている。演者らはICR系統のマウスに持
久的運動を行わせ、骨格筋グリコーゲン回復に対
するタウリンの経口投与の検討を行った。その結
果、タウリン投与群では非投与群と比較して、運動
終了から120分後の骨格筋グリコーゲン濃度が高
値を示した。また、タウリン投与群では、グルコー
ス投与60分後までの血糖値の曲線下面積が抑え
られていた。これらの結果から、タウリン投与が血
糖の取り込みを高め、骨格筋グリコーゲン合成を
促進した可能性が考えられた。
②運動前の食生活の変化が運動後の骨格筋グリ
コーゲン回復に与える効果
　脂質の割合が高い食事は、3日程度摂取するだ
けで、運動時の脂質利用の増加をもたらす。3日か
ら1週間程度、食事中の脂質の割合を高めること
で、運動時に骨格筋グリコーゲンをはじめとした
糖質の利用を抑え、パフォーマンスを向上させら
れる可能性がある。しかし、高脂肪食は短期間で
あっても、運動後の骨格筋グリコーゲン回復に影
響する可能性がある。運動を行っていない条件で
糖負荷試験を行った場合、3日から1週間程度の期
間、高脂肪食を摂取しただけで、血糖の取り込みが
低下することが報告されている。
　そこで、演者らは試合前最後の練習後に炭水化
物を多く取り、骨格筋グリコーゲン貯蔵を高める
場面を想定した実験を行った。ICR系統のマウスに
通常飼料または高脂肪飼料を3日間与え、持久的
運動後にグルコースを経口投与し、骨格筋グリ
コーゲン濃度を測定した。その結果、運動前に高脂
肪飼料を摂取した群では通常飼料摂取群と比較し
て、運動終了120分後まで骨格筋グリコーゲン濃
度が低いという、負の効果がみられた。以上から、
高脂肪食の摂取は3日という短期間であっても、
運動後の骨格筋グリコーゲン回復を抑えることが
示唆された。
　本演題は、サプリメントや、食事の組成が筋グリ
コーゲン回復に及ぼす影響に関する演題であっ
た。スポーツ選手において、試合前にエネルギー源
をいかに摂取するか、また試合後にいかに回復す
るかということは競技中に最大限のパフォーマン
スを発揮する上で非常に重要である。本演題では
①、②以外にも、高炭水化物摂取後に高強度トレー

ニングを実施し、その後は炭水化物の摂取を制限
して睡眠をとる方法や、グリコーゲンが枯渇した
状態でトレーニングを行うと脂質代謝の効率を上
昇させるため、長距離走のような競技においては
有効なトレーニング方法である可能性があること
も紹介され、アスリートの栄養管理は多岐にわ
たっていることを感じた。サラブレッドでは骨格

筋グリコーゲンが枯渇するまで運動することは通
常行わないが、ヒトと同様に筋活動のエネルギー
源はグリコーゲンであるので、グリコーゲン代謝
経路や、サプリメントの効果について検討してい
く必要性を感じた。

（高橋佑治）
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第210回つくば病理談話会

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

　乳酸研究会は乳酸研究の第一人者である東京大
学大学院の八田秀雄教授の主催する研究会であ
り、今回で13回目を迎えた。前半では筋グリコー
ゲン量をコントロールする意義および筋グリコー
ゲンの回復についての演題があり、後半はオリン
ピックおよびパラリンピックの科学サポートにつ
いての演題があった。

○筋グリコーゲンの視点からの疲労予防と回復
高橋英幸（国立スポーツ科学センター）

　筋グリコーゲンは、短時間から長時間の高強度
運動において、ATPを再合成するための重要なエ
ネルギー源となる。筋グリコーゲンの貯蔵量は限
定されており、その枯渇が疲労をもたらす１つの
要因となる可能性が示されているが、そのメカニ
ズムは完全に明らかにされているわけではない。

しかしながら、筋グリコーゲンが減少することに
より運動パフォーマンスが低下すること、そして
筋グリコーゲンが多いほど高い運動パフォーマン
スを発揮するという事実は、筋グリコーゲンの減
少・枯渇が疲労と深く関係していることを示して
いる。筋グリコーゲン含有量を調べるためには侵
襲的な筋バイオプシーをしなければならなかった
が、最近では炭素磁気共鳴分光法（ca r b o n  
magnetic resonance spectroscopy: 13C MRS）を用
いた非侵襲的定量が可能となっている。
　筋グリコーゲンローディングの方法には、糖質
制限をしている状態で筋グリコーゲンが枯渇する
ような運動をした後に大量の糖質を摂取する古典
的なローディング方法に加えて、より実際の選手
に応用しやすいように糖質摂取制限を少なくする
方法やより短期間で実施できる方法も提案されて
きている。運動中の糖質摂取により、筋グリコーゲ
ンと肝グリコーゲンの節約効果と、摂取された糖
質の高い酸化速度の維持により、筋グリコーゲン
減少およびパフォーマンス低下が抑制されること
が示されている。そして、グルコース単体摂取より
も、グルコース＋フルクトースの混合物を摂取し
た方が、その糖質の酸化速度を増加させてパ
フォーマンスが向上すること、胃腸ストレスが低
減されることが報告されている。
　運動後の筋グリコーゲン回復速度には、運動終
了時の筋グリコーゲン濃度、運動のタイプ、糖質の
種類・摂取量・頻度、他の栄養素の共摂取の有無、ト
レーニング状態、筋損傷の有無などが関係する。特
に高強度の運動で筋グリコーゲン含有量が30 
mM以下に減少する場合には、運動後45分程度ま
でのインスリン非依存性の速い回復と、その後の
インスリン依存性の遅い回復の二相性になること
が示されている。1日数回パフォーマンス発揮が
必要となる種目では、運動後にいかに速く筋グリ
コーゲンを回復させるかが重要になる。運動後4
時間以内に効果的に筋グリコーゲンを回復させる
ためには、1.2 g/kg/hの糖質を摂取することが推
奨されている。摂取する糖質の種類に関しては、フ
ルクトースよりもグルコース、スクロースの方が
筋グリコーゲン回復速度が速いことが示されてい
る。

　一方、連日高強度の練習や試合をするために、翌
日（~24 h）までに筋グリコーゲンを回復させたい
場合には、アメリカスポーツ医学会の指針により、
7 ~ 12 g/kg/dayの糖質摂取が推奨されている。演
者らの研究において、長時間（約1.5時間）の高強度
自転車運動後の回復を調べた結果、7 g/kg/dayと
10 g/kg/dayの糖質摂取では、両群とも24時間後
までにほぼ回復し、試技間で回復速度に差が見ら
れなかったが、5 g/kg/dayの摂取では24時間後で
も82%までしか回復しないことが示されている。
一方、肝グリコーゲン回復に関する研究は非常に
少ないが、フルクトースは肝臓におけるグリコー
ゲン合成を刺激し、肝グリコーゲン分解を抑制す
る可能性が示されている。
　サラブレッドの一般的な追い切り調教やレース
では筋グリコーゲンは枯渇まではしないが、
25-50%程度は減少していることが我々の研究か
ら判明している。また、サラブレッドの筋グリコー
ゲンの回復速度はヒトに比べて1/2~1/3とかなり
遅く、運動24時間後には完全には回復していない
ことが多い。筋グリコーゲンが回復していない状
態では最大筋力が発揮できないので、筋グリコー
ゲンがしっかり回復した状態で追い切り調教や
レースに臨むことは重要であると言える。一方、近
年ではエン麦の多給によるデンプンの過剰摂取
は、疝痛、スクミ、蹄葉炎などの発症リスクを増大
させるという懸念から、エン麦の代わりにビート
パルプとオイルを給与する牧場も散見されてい
る。しかし、ビートパルプとオイルを中心とした給
餌では、総エネルギーに対する脂肪の割合が高く、
筋グリコーゲンの回復に重要な炭水化物が不足し
て い る 可 能 性 が あ る 。実 際 、2 0 1 4 年 の
International Conference of Equine Exercise 
Physiology (ICEEP)において、Mesquitaらは可消化
エネルギーの割合が炭水化物18%、脂肪23%、線維
45%の低デンプン群は、強運動72時間後の筋グリ
コーゲンの回復が高デンプン群（炭水化物45%）や
中デンプン群（炭水化物36%）より大幅に遅いこと
を報告している。トレーニングの際に筋グリコー
ゲンが多い方がいいのか、それとも少ない方がい
いのかについては議論のあるところではあるが
（低グリコーゲン状態でトレーニングした方がト

レーニング効果が高いというヒトの報告がある）、
少なくともレースに関しては筋グリコーゲンが完
全に回復した状態で臨む方がよいため、デンプン
摂取量の削減については注意が必要であろう。

（向井和隆）

○運動後の骨格筋グリコーゲンの回復を促進させ
る栄養摂取方法の探索

高橋裕美子（東京大学大学院）
　50年程前から、筋グリコーゲン量と一定強度の
持久的運動の運動時間は正の相関を示すことが知
られており、運動時の最も重要なエネルギー源は、
骨格筋のグリコーゲンであることは明らかであ
る。運動によってグリコーゲン貯蔵が低下した骨
格筋では、血糖の取り込みが高まり、グリコーゲン
合成が亢進する。運動後の骨格筋グリコーゲンの
回復量は炭水化物の摂取量に比例し、運動後に十
分な量の炭水化物を摂取し続けると、運動前より
も骨格筋グリコーゲンの貯蔵が高まる超回復現象
がみられる。しかし、骨格筋グリコーゲン合成を最
大に高めるためには、次の運動を8時間以内に行
う場合は毎時間体重1kgあたり1-1.2gの炭水化物
の摂取が必要であり、翌日に運動を行う場合は1
日体重1kgあたり7-12gの炭水化物の摂取が必要
とされている。このような多量の炭水化物摂取は、
実施が困難な選手がいる可能性が高い上に、筋グ
リコーゲンレベルが安静時の状態に回復するまで
に2日以上かかる競技もある。そのため、骨格筋グ
リコーゲンの回復を促進して、次の運動に備える
ためには、運動後に多量の炭水化物を摂取するこ
とに加え、更なる工夫を行う必要がある。演者らは
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索と②運動前の食生活の変化が運動後の
骨格筋グリコーゲン回復に与える効果を検討して
きた。
①運動後の骨格筋グリコーゲン回復を促進する栄
養素の探索
　演者らはタウリン（2-アミノエタンスルホン酸）
という栄養素が運動後の骨格筋グリコーゲン回復
を促進させる可能性を検討してきた。糖負荷試験
の際にタウリンを投与すると、血糖値の上昇抑制、
すなわち組織内への血糖の取り込みが高まること

が示唆されている。演者らはICR系統のマウスに持
久的運動を行わせ、骨格筋グリコーゲン回復に対
するタウリンの経口投与の検討を行った。その結
果、タウリン投与群では非投与群と比較して、運動
終了から120分後の骨格筋グリコーゲン濃度が高
値を示した。また、タウリン投与群では、グルコー
ス投与60分後までの血糖値の曲線下面積が抑え
られていた。これらの結果から、タウリン投与が血
糖の取り込みを高め、骨格筋グリコーゲン合成を
促進した可能性が考えられた。
②運動前の食生活の変化が運動後の骨格筋グリ
コーゲン回復に与える効果
　脂質の割合が高い食事は、3日程度摂取するだ
けで、運動時の脂質利用の増加をもたらす。3日か
ら1週間程度、食事中の脂質の割合を高めること
で、運動時に骨格筋グリコーゲンをはじめとした
糖質の利用を抑え、パフォーマンスを向上させら
れる可能性がある。しかし、高脂肪食は短期間で
あっても、運動後の骨格筋グリコーゲン回復に影
響する可能性がある。運動を行っていない条件で
糖負荷試験を行った場合、3日から1週間程度の期
間、高脂肪食を摂取しただけで、血糖の取り込みが
低下することが報告されている。
　そこで、演者らは試合前最後の練習後に炭水化
物を多く取り、骨格筋グリコーゲン貯蔵を高める
場面を想定した実験を行った。ICR系統のマウスに
通常飼料または高脂肪飼料を3日間与え、持久的
運動後にグルコースを経口投与し、骨格筋グリ
コーゲン濃度を測定した。その結果、運動前に高脂
肪飼料を摂取した群では通常飼料摂取群と比較し
て、運動終了120分後まで骨格筋グリコーゲン濃
度が低いという、負の効果がみられた。以上から、
高脂肪食の摂取は3日という短期間であっても、
運動後の骨格筋グリコーゲン回復を抑えることが
示唆された。
　本演題は、サプリメントや、食事の組成が筋グリ
コーゲン回復に及ぼす影響に関する演題であっ
た。スポーツ選手において、試合前にエネルギー源
をいかに摂取するか、また試合後にいかに回復す
るかということは競技中に最大限のパフォーマン
スを発揮する上で非常に重要である。本演題では
①、②以外にも、高炭水化物摂取後に高強度トレー

ニングを実施し、その後は炭水化物の摂取を制限
して睡眠をとる方法や、グリコーゲンが枯渇した
状態でトレーニングを行うと脂質代謝の効率を上
昇させるため、長距離走のような競技においては
有効なトレーニング方法である可能性があること
も紹介され、アスリートの栄養管理は多岐にわ
たっていることを感じた。サラブレッドでは骨格

筋グリコーゲンが枯渇するまで運動することは通
常行わないが、ヒトと同様に筋活動のエネルギー
源はグリコーゲンであるので、グリコーゲン代謝
経路や、サプリメントの効果について検討してい
く必要性を感じた。

（高橋佑治）
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第16回日本再生医療学会総会

　第16回日本再生医療学会総会は、「再生医療ル
ネサンス」をテーマに宮城県の仙台国際センター
で平成29年3月7日から9日まで開催された。今学
会の参加者は3500名、一般演題数は700以上あ
り、再生医療に関する学会では日本最大である。特
に今回は、再生医療に関連する産業の影響力が大
きくなってきた背景を踏まえ、基礎研究者、臨床応
用、経済・産業界および行政が一同に情報交換で
き、様々な課題を検討できるように演題プログラ
ムが設定されていた。以下にその概要を報告する。
　本学会では間葉系幹細胞を移植することを前提

とした治療法とその効果についての研究・報告が
主流ではあるが、一方では、移植した幹細胞の動態
に未だ不明な点も多いことから、内在性の幹細胞
を損傷部に遊走させて治療効果を得ようとする研
究も近年増加してきた。このような治療コンセプ
トに関する研究を以下に紹介する。

○骨髄由来間葉系幹細胞をケラチノサイトへ分化
誘導する活性化物質の探索 

久下勝規ら （大阪大学） 
　骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC)は組織損傷部

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

位へと遊走・集積することで組織再生に重要な役
割を果たすことが報告されている。しかし、
BM-MSCの創傷部位における治癒過程への関与に
ついて未だ不明な点が多い。最近、BM-MSCは表皮
ケラチノサイト(KC)との共培養やKC培養上清と
ROCK阻害剤を用いた条件においてKC様細胞へ分
化することが報告され、これらの幹細胞は炎症抑
制や細胞増殖に作用するだけでなく、創傷部位の
上皮化にも関与していることが示唆された。故に、
BM-MSCをKCへ分化誘導させることによって創傷
治癒をさらに促進できる可能性が考えられる。
　本研究では、創傷治癒への技術応用を目的にin 
vitroでマウスBM-MSCをKCに分化誘導させる活性
物質の探索を行っていた。演者らはKCとの共培養
またはKC培養上清の存在下において、マウス
BM-MSCをKCに分化させる活性を持った物質を複
数見出した。そのうちPS-101はKCとの共培養条件
において活性があり、KCから放出される分化促進
因子の分泌を増強する可能性を報告した。さらに、
PS-103, PS-106はKC培養上清存在下において活
性を有し、BM-MSCの分化能を強化させることを
明らかにした。このように、KCに働きかける、ある
いはKCの分泌因子を介してBM-MSCをKCに分化
誘導させることで創傷治癒の促進が期待できるこ
とを示唆した。最後に、これらの活性物質のin vivo
での効果や作用機序を明らかにすることで
BM-MSCのKC分化誘導技術の創傷治癒応用を目指
していくと将来展望を語った。 
　演者らは、先行研究の中でBM-MSCを末梢血中
に動員させ、皮膚損傷部へ遊走・集積させる化合物
としてCinnamtanninB-1を報告している。よって、
本研究ではBM-MSCを移植するのではなく、薬物
の投与によって内在するBM-MSCを遊走させてKC
への分化を誘導し、創傷を治癒させることが最終
目的となる。このような治療法が現実となれば、ウ
マの肢端の外科的損傷には有用な治療法になるで
あろう。また、何より「ケラチノサイトへの分化」と
いうことがコントロールできれば、蹄に悩みを抱
える競走馬の治療法として夢が広がる。

○関節液中に存在し、間葉系幹細胞の増殖を支持
する分子の検索 

辻　邦和ら（東京医科歯科大学）
　演者らは関節軟骨ならびに半月板損傷に対して
自己膝滑膜由来間葉系幹細胞 (MSC)の初代培養細
胞浮遊液の注射を行い、組織再生に対する有効性
を臨床的に立証してきた。また、前十字靭帯再建術
などの関節内侵襲後の関節液中で、間葉系幹細胞
の表面抗原を有する細胞の総数が増大することを
示し、これらの結果から、本研究では膝損傷後の関
節液中にMSCの動員、細胞増殖を活性化する生理
活性物質が存在しているとの仮説を立て、その検
証を試みた。
　東京医科歯科大学倫理委員会の承認と患者の同
意のもと、前十字靭帯再建術3-4日後に採取した関
節液 (n=50)を16%の割合で通常の培地に添加し、
MSCの培養を行ったところ、一部の患者由来の関
節液で通常の6-9倍の増殖賦活化を示すものが存
在した。この活性は、非働化により消失したためタ
ンパク質であると予想されたが、タンパク質濃度-
増殖活性相関解析を行ったところ、補体、血小板由
来増殖因子 (PDGF)や炎症性サイトカイン (IL1b)
とは異なる分子であることが示唆された。
　標的とする生理活性物質を同定するため抗体ア
レイを用いて174種類のタンパク質の発現解析を
行ったところ、増殖活性の高い関節液で再現よく
高い発現レベルを示すタンパク質39種類が同定
された。
　発表では、数種のタンパク質まで絞り込まれて
いるが、それが何かというところまでは言及され
なかった。しかし、このタンパク質が明らかとなれ
ば、関節内により多くの幹細胞を遊走させ、加えて
幹細胞の増殖活性を高めることで治療効果の増強
につながることが期待されて興味深い。また、関節
液中に存在するこれらのタンパク質濃度の変化を
モニタすることで関節軟骨の退行変性を伴う慢性
疾患の予後予測の診断にも応用できる可能性があ
ると考えられた。 

（笠嶋快周）

○血小板濃縮材料（A-PRF、CGF、PRGF、PRP）に含
まれる増殖因子レベルの比較研究

礒邉和重ら（東京形成歯科研究会）
　多血小板血漿（PRP）については、歯科や形成外

科のみならず多分野で応用されているが、最近で
はヒト臨床分野において、さらに作製方法が簡便
な多血小板フィブリン（PRF）が多用されている。
また、これに類似した、濃縮増殖因子（CGF）、多血
漿増殖因子（PRGF）といった血液由来作製物が、
キットを用いて簡便に作製できるようになった。
ところが、これらの作製物はPRPに比べ、血小板お
よび増殖因子の濃縮効果がないとの報告がある。
そこで演者らは、これらの作製物に含まれる増殖
因子（TGF-β1、VEGF、PDGF-BB）と炎症性サイトカ
イン（IL-1β、IL-6）の量を比較した。定法に従い、
A-PRF（筆者注：抗凝固剤不添加のガラス管を用い
て採血し、直後に遠心して作製するPRFとほぼ同
義）、CGF、PRGF、PRPを作製した（筆者注：いずれも
専用のキットを使って作製）。PRPとPRGFはゲル
化させない液状のもの、A-PRFとCGFについては、
ゲル状の作製物をホモジネートした上清について
ELISAにて増殖因子および炎症性サイトカインを
定量した。その結果、PRGFに含まれる増殖因子は
他の作製物に比べ有意に低かった。CGFおよび
A-PRFには高濃度の増殖因子が含まれる傾向があ
り、PRPとほぼ同レベルであった。炎症性サイトカ
インについてはすべてにおいて差が認められな
かったが、PRGFではほとんど検出されなかった。
これにより、PRFやCGFといった作製物においても
PRP同等の増殖因子が含まれていることが判明し
た。
　ヒト臨床においてこれらの血液由来作製物が多
用される理由としては、専用作製キットで1回遠
心することで手軽に作れるというところが大き
い。しかし、フロアーからの指摘もあったが、実際
PRF（A-PRFを含む）とCGFと称されるものがほぼ
一緒で、作製キットが違うだけというのが実状で
ある。ましてやPRGFは、実際は乏血小板血漿
（PPP）の下層分画である。PRFについては、ゲル成
分だけではなく液体成分も活用することで初めて
PRPに匹敵する増殖因子濃度を得られるという報
告もあり、「PRFでは増殖因子の濃縮効果がない」と
いうのは、単なる測定方法の問題である可能性が
高い。ともかくPRFでも適用方法さえ適切ならば
PRP同等の効果を得られる可能性が考えられた。

○Promethazine hydrochlorideは骨格筋の脂肪
変性を抑制する

笠井健広ら（名古屋大学）
　損傷や廃用性の萎縮をしてしまったヒト骨格筋
は、再生時に筋線維間の脂肪前駆細胞が活性化し
て脂肪組織が再生してしまうことが知られてい
る。この反応は加齢とともに顕著となり、サルコペ
ニア（加齢性筋萎縮）の一因と考えられている。原
因となる脂肪前駆細胞については緒論あるが、演
者らはPax7陽性の筋原性サテライトセルだけで
はなく間葉系前駆細胞であるPDGFRa陽性細胞が
筋線維基底膜内に存在し、これらの細胞が骨格筋
内脂肪化の原因細胞であろうと考えている。演者
らはPDGFRa細胞をヒト骨格筋からFACSを用いて
単離し、脂肪培養誘導培地上で320種類のFDA認
可薬を添加して脂肪分化誘導を行った。脂肪細胞
を蛍光染色後、イメージアナライザーで脂肪分化
度を定量解析したところ、抗ヒスタミン類がそ
ろって脂肪分化を抑制していた。中でも最も抑制
効果の強かったPromethazine hydrochloride（PH）
に着目した。In vitroにおける実験では、PHは濃度
依存性に脂肪分化を抑制したが、WST-8を用いた
細胞毒性試験により毒性を認めなかった。PH処理
により、脂肪関連マーカーであるPPARγのmRNA
発現やタンパクレベルが抑制され、脂肪分化誘導
に重要なシグナルであるCREBリン酸化反応も分
化誘導早期から抑制されていた。アキレス腱切断
マウスを用いた脱負荷によるin vivo脂肪変性モデ
ルにおいても、切断後2週および4週において脂肪
化が抑制されていた。
　獣医分野において特に肉用牛においては、筋肉
組織に”サシ”を入れるために骨格筋内脂肪分化細
胞の存在がクローズアップされ、ヒトとは逆に脂
肪分化誘導を促進させるためのストラテジー研究
が行われている（参考：第157回日本獣医学会学術
集会　学会見聞記, 2015,  馬の科学, 52 (1) ,  
83―84）。このこととは対極的に競走馬はアス
リートであるため、骨格筋損傷の修復時には、いか
に脂肪組織のような余分な組織を形成させず、頑
強な筋線維に再生させるかが再発防止のための
キーポイントになる。このため損傷筋局所に対す
る脂肪分化抑制処置は、線維化抑制処置同様に重

要で、本研究はこうした意味でも重要であると感
じられた。

（福田健太郎）

○ゼラチンマイクロスフィアとウマ間葉系幹細胞
を用いて作製した細胞凝集体に関する検討

田村周久ら(JRA 競走馬総合研究所)
　私たちはウマ間葉系幹細胞を用いて作製した細
胞凝集体に関する実験で得られた成績の一部を本
学会において発表したので、その概要を紹介する。
間葉系幹細胞(MSC) は平面培養よりも3 次元的に
培養することによって、生理機能が向上すると報
告されていることから、我々はMSC とゼラチンマ
イクロスフィア(GMS) を混合培養した細胞凝集体
を作製してきた。本研究では、ウマ外科的腱損傷モ
デルを用いて、細胞凝集体の局所投与による臨床
応用の可能性を検討した。その方法として、① 局
所投与に適した細胞凝集体の作製：U 字底96 ウェ
ルプレートを用い、MSC とGMS を様々な比率で
混合培養して細胞凝集体を作製し、その直径、培養
可能期間および細胞活性などを評価した。②ウマ
生体腱組織への投与：両前肢腱損傷モデル3 頭を
用いて、片側に前実験で規定した細胞凝集体を移
植し、その対側肢に平面培養法で得られたシング
ルセルのMSC懸濁液をそれぞれ注射針にて局所に
移植した。1 日～7 日経過時点でMSC の分布を組
織学的に評価した。実験の結果、①細胞凝集体の直
径はGMS 数に依存して大きくなったが、細胞活性
はMSC 数とGMS 数の比率によって変化した。②
MSC 懸濁液の投与肢ではMSC の分布が腱内膜周
囲のみに少数認められたが、細胞凝集体の投与肢
ではGMS に接着したMSC が損傷部の腱束内に多
く認められた。以上のことから、細胞凝集体による
投与は治療効果を向上させる可能性が考えられ
た。注射針による移植法を用いた臨床応用に関し
ては、MSC とGMS の比率を適切に選択し、細胞凝
集体の大きさと細胞活性レベルの両者を考慮する
必要があると思われた。
　発表後、多くの質問および意見を頂いた。中で
も、幹細胞数とゼラチンマイクロスフィアの数を
調整することで細胞活性が変化することに高い関
心があったようであり、スフィアの調整方法や培

養条件、直径による違いなどについて質問があっ
た。我々の手技は腱組織内への注射針を用いた局
所投与であることを説明し、その注射針の内径を
通過可能なサイズを選択している旨を説明した。
また、このゼラチンマイクロスフィアはあらかじ
め液体薬剤を浸透させることで、生体内における
徐放剤の役割を果たす利点がある。本研究の展望
として、Fibroblast growth factor-2などの組織修
復に関連する因子を徐放剤として利用したい旨を
説明した。他に、細胞凝集体に含まれている幹細胞
自体の機能向上を評価するために、各種成長因子
の分泌量や分化能力の上昇などを測定したほうが
よいという意見を頂くことができたため、今後の
参考にしたい。

○口腔外科領域におけるFGF-2 と骨補填材を用い
た骨誘導再生の臨床研究

松野智宣ら(日本歯科大学)
　演者らは、組織修復因子であるFibrob las t  
growth factor-2を口腔外科領域において有効活用
する方法を長年にわたって検討しており、その内
容をシンポジウムにて報告した。その要旨を以下
に引用する。
　骨誘導再生療法(Guided Bone Regeneration: 
GBR) におけるscaffold には、骨誘導能と骨伝導能
を具備した骨補填材が望まれる。しかし、臨床に応
用されているHydroxyapatite(HA) やβ-tricalcium 
phosphate (β-TCP) などの合成アパタイトには骨
誘導能がないため、周囲の幹細胞や前駆細胞など
を効率良く誘導することは困難で、迅速かつ十分
な骨再生は望めなかった。そこで、このような合成
アパタイトに骨再生を含めた治癒促進作用を有す
る成長因子であるFibroblast growth factor-2 
(FGF-2) を含浸、あるいはゼラチンハイドロゲルと
混合させて、抜歯窩や嚢胞腔の歯槽骨欠損、さらに
インプラント治療における骨造成などに臨床応用
したのでその概要を報告する。まず、歯槽骨欠損へ
の応用は臨床研究として日本歯科大学生命歯学部
倫理委員会の承認のもと、同意が得られた11名、
12 部位（抜歯窩11 部位、嚢胞腔1 部位）に対し、本
材の有効性と安全性を評価する臨床試験フェーズ
第I/IIa 相として行った。複合体はFGF-2（フィブラ

ストスプレー250）をゼラチンハイドロゲルに含
浸させ、β-TCP 顆粒と混和して作製した。局所症
状や副作用、有害事象の有無と術後6 ヶ月までの
エックス線像を画像解析した。その結果、本材が原
因となる局所的炎症症状や全身的副作用は認めら
れず、創部軟組織の治癒は良好であった。術後3ヶ
月でβ-TCP 顆粒の吸収とそれに伴うX 線不透過
性の低下を認め、6 ヶ月では新生骨の石灰化に伴
いX 線不透過性は亢進する傾向を認めた。また、骨
再生およびリモデリングの指標となるβ-TCP 顆
粒の残存率は術後6 ヶ月で平均22.5 ％であった。
また、インプラント治療における骨造成では
FGF-2 をHA 顆粒に含浸させ、上顎洞底挙上術に応
用した。なお、インプラント体は同時に埋入し、
6 ヶ月後に補綴物を装着した。その結果、有害事象
はなく、X 線あるいはCT で上顎洞内に造成された
新生骨が経時的に不透過性を増し、インプラント
体と結合して、早期からオステオインテグレー
ションが獲得できた。以上より、口腔外科領域にお
ける歯槽骨再生やGBR に対し、合成アパタイト顆
粒にFGF-2 を含浸させることで、確実で十分な新
生骨の誘導再生が促進できることが確認できた。

　口腔外科領域においても、Fibroblast growth 
factor-2(FGF-2)を用いた再生医療は以前から検討
されている。近年、世界初の歯周組織再生剤として
承認されたFGF-2製剤が日本で発売されたこと
も、こうした先生方の基礎研究や臨床治験が実を
結んだものである。演者からは、骨の誘導再生に関
しては、組織再生の足がかりとなる基剤物質(ス
キャフォールド)と投与薬剤を適切に選択するこ
とで、治療効果を増強できる可能性が示された。ま
た、そうした治療効果の増強が生じる機序の一つ
として、FGF-2は形態学的および機能的に成熟し
た組織修復に関連する血管とされる機能的血管
(そうした機能をもたない病的血管と区別される)
の誘導にFGF-2が関与していることが、同シンポ
ジウムの他演者から紹介された。
　FGF-2製剤は創傷治癒に効果があることが示さ
れているものの、腱の修復に関しては定まった知
見がない。単回投与ではFGF-2による組織修復効
果が限定的かもしれないが、本演題のように徐放
剤を用いることで長期的に作用させることで腱組
織の修復を促進できるかもしれない。

（田村周久）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　第16回日本再生医療学会総会は、「再生医療ル
ネサンス」をテーマに宮城県の仙台国際センター
で平成29年3月7日から9日まで開催された。今学
会の参加者は3500名、一般演題数は700以上あ
り、再生医療に関する学会では日本最大である。特
に今回は、再生医療に関連する産業の影響力が大
きくなってきた背景を踏まえ、基礎研究者、臨床応
用、経済・産業界および行政が一同に情報交換で
き、様々な課題を検討できるように演題プログラ
ムが設定されていた。以下にその概要を報告する。
　本学会では間葉系幹細胞を移植することを前提

とした治療法とその効果についての研究・報告が
主流ではあるが、一方では、移植した幹細胞の動態
に未だ不明な点も多いことから、内在性の幹細胞
を損傷部に遊走させて治療効果を得ようとする研
究も近年増加してきた。このような治療コンセプ
トに関する研究を以下に紹介する。

○骨髄由来間葉系幹細胞をケラチノサイトへ分化
誘導する活性化物質の探索 

久下勝規ら （大阪大学） 
　骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC)は組織損傷部

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

位へと遊走・集積することで組織再生に重要な役
割を果たすことが報告されている。しかし、
BM-MSCの創傷部位における治癒過程への関与に
ついて未だ不明な点が多い。最近、BM-MSCは表皮
ケラチノサイト(KC)との共培養やKC培養上清と
ROCK阻害剤を用いた条件においてKC様細胞へ分
化することが報告され、これらの幹細胞は炎症抑
制や細胞増殖に作用するだけでなく、創傷部位の
上皮化にも関与していることが示唆された。故に、
BM-MSCをKCへ分化誘導させることによって創傷
治癒をさらに促進できる可能性が考えられる。
　本研究では、創傷治癒への技術応用を目的にin 
vitroでマウスBM-MSCをKCに分化誘導させる活性
物質の探索を行っていた。演者らはKCとの共培養
またはKC培養上清の存在下において、マウス
BM-MSCをKCに分化させる活性を持った物質を複
数見出した。そのうちPS-101はKCとの共培養条件
において活性があり、KCから放出される分化促進
因子の分泌を増強する可能性を報告した。さらに、
PS-103, PS-106はKC培養上清存在下において活
性を有し、BM-MSCの分化能を強化させることを
明らかにした。このように、KCに働きかける、ある
いはKCの分泌因子を介してBM-MSCをKCに分化
誘導させることで創傷治癒の促進が期待できるこ
とを示唆した。最後に、これらの活性物質のin vivo
での効果や作用機序を明らかにすることで
BM-MSCのKC分化誘導技術の創傷治癒応用を目指
していくと将来展望を語った。 
　演者らは、先行研究の中でBM-MSCを末梢血中
に動員させ、皮膚損傷部へ遊走・集積させる化合物
としてCinnamtanninB-1を報告している。よって、
本研究ではBM-MSCを移植するのではなく、薬物
の投与によって内在するBM-MSCを遊走させてKC
への分化を誘導し、創傷を治癒させることが最終
目的となる。このような治療法が現実となれば、ウ
マの肢端の外科的損傷には有用な治療法になるで
あろう。また、何より「ケラチノサイトへの分化」と
いうことがコントロールできれば、蹄に悩みを抱
える競走馬の治療法として夢が広がる。

○関節液中に存在し、間葉系幹細胞の増殖を支持
する分子の検索 

辻　邦和ら（東京医科歯科大学）
　演者らは関節軟骨ならびに半月板損傷に対して
自己膝滑膜由来間葉系幹細胞 (MSC)の初代培養細
胞浮遊液の注射を行い、組織再生に対する有効性
を臨床的に立証してきた。また、前十字靭帯再建術
などの関節内侵襲後の関節液中で、間葉系幹細胞
の表面抗原を有する細胞の総数が増大することを
示し、これらの結果から、本研究では膝損傷後の関
節液中にMSCの動員、細胞増殖を活性化する生理
活性物質が存在しているとの仮説を立て、その検
証を試みた。
　東京医科歯科大学倫理委員会の承認と患者の同
意のもと、前十字靭帯再建術3-4日後に採取した関
節液 (n=50)を16%の割合で通常の培地に添加し、
MSCの培養を行ったところ、一部の患者由来の関
節液で通常の6-9倍の増殖賦活化を示すものが存
在した。この活性は、非働化により消失したためタ
ンパク質であると予想されたが、タンパク質濃度-
増殖活性相関解析を行ったところ、補体、血小板由
来増殖因子 (PDGF)や炎症性サイトカイン (IL1b)
とは異なる分子であることが示唆された。
　標的とする生理活性物質を同定するため抗体ア
レイを用いて174種類のタンパク質の発現解析を
行ったところ、増殖活性の高い関節液で再現よく
高い発現レベルを示すタンパク質39種類が同定
された。
　発表では、数種のタンパク質まで絞り込まれて
いるが、それが何かというところまでは言及され
なかった。しかし、このタンパク質が明らかとなれ
ば、関節内により多くの幹細胞を遊走させ、加えて
幹細胞の増殖活性を高めることで治療効果の増強
につながることが期待されて興味深い。また、関節
液中に存在するこれらのタンパク質濃度の変化を
モニタすることで関節軟骨の退行変性を伴う慢性
疾患の予後予測の診断にも応用できる可能性があ
ると考えられた。 

（笠嶋快周）

○血小板濃縮材料（A-PRF、CGF、PRGF、PRP）に含
まれる増殖因子レベルの比較研究

礒邉和重ら（東京形成歯科研究会）
　多血小板血漿（PRP）については、歯科や形成外

科のみならず多分野で応用されているが、最近で
はヒト臨床分野において、さらに作製方法が簡便
な多血小板フィブリン（PRF）が多用されている。
また、これに類似した、濃縮増殖因子（CGF）、多血
漿増殖因子（PRGF）といった血液由来作製物が、
キットを用いて簡便に作製できるようになった。
ところが、これらの作製物はPRPに比べ、血小板お
よび増殖因子の濃縮効果がないとの報告がある。
そこで演者らは、これらの作製物に含まれる増殖
因子（TGF-β1、VEGF、PDGF-BB）と炎症性サイトカ
イン（IL-1β、IL-6）の量を比較した。定法に従い、
A-PRF（筆者注：抗凝固剤不添加のガラス管を用い
て採血し、直後に遠心して作製するPRFとほぼ同
義）、CGF、PRGF、PRPを作製した（筆者注：いずれも
専用のキットを使って作製）。PRPとPRGFはゲル
化させない液状のもの、A-PRFとCGFについては、
ゲル状の作製物をホモジネートした上清について
ELISAにて増殖因子および炎症性サイトカインを
定量した。その結果、PRGFに含まれる増殖因子は
他の作製物に比べ有意に低かった。CGFおよび
A-PRFには高濃度の増殖因子が含まれる傾向があ
り、PRPとほぼ同レベルであった。炎症性サイトカ
インについてはすべてにおいて差が認められな
かったが、PRGFではほとんど検出されなかった。
これにより、PRFやCGFといった作製物においても
PRP同等の増殖因子が含まれていることが判明し
た。
　ヒト臨床においてこれらの血液由来作製物が多
用される理由としては、専用作製キットで1回遠
心することで手軽に作れるというところが大き
い。しかし、フロアーからの指摘もあったが、実際
PRF（A-PRFを含む）とCGFと称されるものがほぼ
一緒で、作製キットが違うだけというのが実状で
ある。ましてやPRGFは、実際は乏血小板血漿
（PPP）の下層分画である。PRFについては、ゲル成
分だけではなく液体成分も活用することで初めて
PRPに匹敵する増殖因子濃度を得られるという報
告もあり、「PRFでは増殖因子の濃縮効果がない」と
いうのは、単なる測定方法の問題である可能性が
高い。ともかくPRFでも適用方法さえ適切ならば
PRP同等の効果を得られる可能性が考えられた。

○Promethazine hydrochlorideは骨格筋の脂肪
変性を抑制する

笠井健広ら（名古屋大学）
　損傷や廃用性の萎縮をしてしまったヒト骨格筋
は、再生時に筋線維間の脂肪前駆細胞が活性化し
て脂肪組織が再生してしまうことが知られてい
る。この反応は加齢とともに顕著となり、サルコペ
ニア（加齢性筋萎縮）の一因と考えられている。原
因となる脂肪前駆細胞については緒論あるが、演
者らはPax7陽性の筋原性サテライトセルだけで
はなく間葉系前駆細胞であるPDGFRa陽性細胞が
筋線維基底膜内に存在し、これらの細胞が骨格筋
内脂肪化の原因細胞であろうと考えている。演者
らはPDGFRa細胞をヒト骨格筋からFACSを用いて
単離し、脂肪培養誘導培地上で320種類のFDA認
可薬を添加して脂肪分化誘導を行った。脂肪細胞
を蛍光染色後、イメージアナライザーで脂肪分化
度を定量解析したところ、抗ヒスタミン類がそ
ろって脂肪分化を抑制していた。中でも最も抑制
効果の強かったPromethazine hydrochloride（PH）
に着目した。In vitroにおける実験では、PHは濃度
依存性に脂肪分化を抑制したが、WST-8を用いた
細胞毒性試験により毒性を認めなかった。PH処理
により、脂肪関連マーカーであるPPARγのmRNA
発現やタンパクレベルが抑制され、脂肪分化誘導
に重要なシグナルであるCREBリン酸化反応も分
化誘導早期から抑制されていた。アキレス腱切断
マウスを用いた脱負荷によるin vivo脂肪変性モデ
ルにおいても、切断後2週および4週において脂肪
化が抑制されていた。
　獣医分野において特に肉用牛においては、筋肉
組織に”サシ”を入れるために骨格筋内脂肪分化細
胞の存在がクローズアップされ、ヒトとは逆に脂
肪分化誘導を促進させるためのストラテジー研究
が行われている（参考：第157回日本獣医学会学術
集会　学会見聞記, 2015,  馬の科学, 52 (1) ,  
83―84）。このこととは対極的に競走馬はアス
リートであるため、骨格筋損傷の修復時には、いか
に脂肪組織のような余分な組織を形成させず、頑
強な筋線維に再生させるかが再発防止のための
キーポイントになる。このため損傷筋局所に対す
る脂肪分化抑制処置は、線維化抑制処置同様に重

要で、本研究はこうした意味でも重要であると感
じられた。

（福田健太郎）

○ゼラチンマイクロスフィアとウマ間葉系幹細胞
を用いて作製した細胞凝集体に関する検討

田村周久ら(JRA 競走馬総合研究所)
　私たちはウマ間葉系幹細胞を用いて作製した細
胞凝集体に関する実験で得られた成績の一部を本
学会において発表したので、その概要を紹介する。
間葉系幹細胞(MSC) は平面培養よりも3 次元的に
培養することによって、生理機能が向上すると報
告されていることから、我々はMSC とゼラチンマ
イクロスフィア(GMS) を混合培養した細胞凝集体
を作製してきた。本研究では、ウマ外科的腱損傷モ
デルを用いて、細胞凝集体の局所投与による臨床
応用の可能性を検討した。その方法として、① 局
所投与に適した細胞凝集体の作製：U 字底96 ウェ
ルプレートを用い、MSC とGMS を様々な比率で
混合培養して細胞凝集体を作製し、その直径、培養
可能期間および細胞活性などを評価した。②ウマ
生体腱組織への投与：両前肢腱損傷モデル3 頭を
用いて、片側に前実験で規定した細胞凝集体を移
植し、その対側肢に平面培養法で得られたシング
ルセルのMSC懸濁液をそれぞれ注射針にて局所に
移植した。1 日～7 日経過時点でMSC の分布を組
織学的に評価した。実験の結果、①細胞凝集体の直
径はGMS 数に依存して大きくなったが、細胞活性
はMSC 数とGMS 数の比率によって変化した。②
MSC 懸濁液の投与肢ではMSC の分布が腱内膜周
囲のみに少数認められたが、細胞凝集体の投与肢
ではGMS に接着したMSC が損傷部の腱束内に多
く認められた。以上のことから、細胞凝集体による
投与は治療効果を向上させる可能性が考えられ
た。注射針による移植法を用いた臨床応用に関し
ては、MSC とGMS の比率を適切に選択し、細胞凝
集体の大きさと細胞活性レベルの両者を考慮する
必要があると思われた。
　発表後、多くの質問および意見を頂いた。中で
も、幹細胞数とゼラチンマイクロスフィアの数を
調整することで細胞活性が変化することに高い関
心があったようであり、スフィアの調整方法や培

養条件、直径による違いなどについて質問があっ
た。我々の手技は腱組織内への注射針を用いた局
所投与であることを説明し、その注射針の内径を
通過可能なサイズを選択している旨を説明した。
また、このゼラチンマイクロスフィアはあらかじ
め液体薬剤を浸透させることで、生体内における
徐放剤の役割を果たす利点がある。本研究の展望
として、Fibroblast growth factor-2などの組織修
復に関連する因子を徐放剤として利用したい旨を
説明した。他に、細胞凝集体に含まれている幹細胞
自体の機能向上を評価するために、各種成長因子
の分泌量や分化能力の上昇などを測定したほうが
よいという意見を頂くことができたため、今後の
参考にしたい。

○口腔外科領域におけるFGF-2 と骨補填材を用い
た骨誘導再生の臨床研究

松野智宣ら(日本歯科大学)
　演者らは、組織修復因子であるFibrob las t  
growth factor-2を口腔外科領域において有効活用
する方法を長年にわたって検討しており、その内
容をシンポジウムにて報告した。その要旨を以下
に引用する。
　骨誘導再生療法(Guided Bone Regeneration: 
GBR) におけるscaffold には、骨誘導能と骨伝導能
を具備した骨補填材が望まれる。しかし、臨床に応
用されているHydroxyapatite(HA) やβ-tricalcium 
phosphate (β-TCP) などの合成アパタイトには骨
誘導能がないため、周囲の幹細胞や前駆細胞など
を効率良く誘導することは困難で、迅速かつ十分
な骨再生は望めなかった。そこで、このような合成
アパタイトに骨再生を含めた治癒促進作用を有す
る成長因子であるFibroblast growth factor-2 
(FGF-2) を含浸、あるいはゼラチンハイドロゲルと
混合させて、抜歯窩や嚢胞腔の歯槽骨欠損、さらに
インプラント治療における骨造成などに臨床応用
したのでその概要を報告する。まず、歯槽骨欠損へ
の応用は臨床研究として日本歯科大学生命歯学部
倫理委員会の承認のもと、同意が得られた11名、
12 部位（抜歯窩11 部位、嚢胞腔1 部位）に対し、本
材の有効性と安全性を評価する臨床試験フェーズ
第I/IIa 相として行った。複合体はFGF-2（フィブラ

ストスプレー250）をゼラチンハイドロゲルに含
浸させ、β-TCP 顆粒と混和して作製した。局所症
状や副作用、有害事象の有無と術後6 ヶ月までの
エックス線像を画像解析した。その結果、本材が原
因となる局所的炎症症状や全身的副作用は認めら
れず、創部軟組織の治癒は良好であった。術後3ヶ
月でβ-TCP 顆粒の吸収とそれに伴うX 線不透過
性の低下を認め、6 ヶ月では新生骨の石灰化に伴
いX 線不透過性は亢進する傾向を認めた。また、骨
再生およびリモデリングの指標となるβ-TCP 顆
粒の残存率は術後6 ヶ月で平均22.5 ％であった。
また、インプラント治療における骨造成では
FGF-2 をHA 顆粒に含浸させ、上顎洞底挙上術に応
用した。なお、インプラント体は同時に埋入し、
6 ヶ月後に補綴物を装着した。その結果、有害事象
はなく、X 線あるいはCT で上顎洞内に造成された
新生骨が経時的に不透過性を増し、インプラント
体と結合して、早期からオステオインテグレー
ションが獲得できた。以上より、口腔外科領域にお
ける歯槽骨再生やGBR に対し、合成アパタイト顆
粒にFGF-2 を含浸させることで、確実で十分な新
生骨の誘導再生が促進できることが確認できた。

　口腔外科領域においても、Fibroblast growth 
factor-2(FGF-2)を用いた再生医療は以前から検討
されている。近年、世界初の歯周組織再生剤として
承認されたFGF-2製剤が日本で発売されたこと
も、こうした先生方の基礎研究や臨床治験が実を
結んだものである。演者からは、骨の誘導再生に関
しては、組織再生の足がかりとなる基剤物質(ス
キャフォールド)と投与薬剤を適切に選択するこ
とで、治療効果を増強できる可能性が示された。ま
た、そうした治療効果の増強が生じる機序の一つ
として、FGF-2は形態学的および機能的に成熟し
た組織修復に関連する血管とされる機能的血管
(そうした機能をもたない病的血管と区別される)
の誘導にFGF-2が関与していることが、同シンポ
ジウムの他演者から紹介された。
　FGF-2製剤は創傷治癒に効果があることが示さ
れているものの、腱の修復に関しては定まった知
見がない。単回投与ではFGF-2による組織修復効
果が限定的かもしれないが、本演題のように徐放
剤を用いることで長期的に作用させることで腱組
織の修復を促進できるかもしれない。

（田村周久）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　第16回日本再生医療学会総会は、「再生医療ル
ネサンス」をテーマに宮城県の仙台国際センター
で平成29年3月7日から9日まで開催された。今学
会の参加者は3500名、一般演題数は700以上あ
り、再生医療に関する学会では日本最大である。特
に今回は、再生医療に関連する産業の影響力が大
きくなってきた背景を踏まえ、基礎研究者、臨床応
用、経済・産業界および行政が一同に情報交換で
き、様々な課題を検討できるように演題プログラ
ムが設定されていた。以下にその概要を報告する。
　本学会では間葉系幹細胞を移植することを前提

とした治療法とその効果についての研究・報告が
主流ではあるが、一方では、移植した幹細胞の動態
に未だ不明な点も多いことから、内在性の幹細胞
を損傷部に遊走させて治療効果を得ようとする研
究も近年増加してきた。このような治療コンセプ
トに関する研究を以下に紹介する。

○骨髄由来間葉系幹細胞をケラチノサイトへ分化
誘導する活性化物質の探索 

久下勝規ら （大阪大学） 
　骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC)は組織損傷部

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

位へと遊走・集積することで組織再生に重要な役
割を果たすことが報告されている。しかし、
BM-MSCの創傷部位における治癒過程への関与に
ついて未だ不明な点が多い。最近、BM-MSCは表皮
ケラチノサイト(KC)との共培養やKC培養上清と
ROCK阻害剤を用いた条件においてKC様細胞へ分
化することが報告され、これらの幹細胞は炎症抑
制や細胞増殖に作用するだけでなく、創傷部位の
上皮化にも関与していることが示唆された。故に、
BM-MSCをKCへ分化誘導させることによって創傷
治癒をさらに促進できる可能性が考えられる。
　本研究では、創傷治癒への技術応用を目的にin 
vitroでマウスBM-MSCをKCに分化誘導させる活性
物質の探索を行っていた。演者らはKCとの共培養
またはKC培養上清の存在下において、マウス
BM-MSCをKCに分化させる活性を持った物質を複
数見出した。そのうちPS-101はKCとの共培養条件
において活性があり、KCから放出される分化促進
因子の分泌を増強する可能性を報告した。さらに、
PS-103, PS-106はKC培養上清存在下において活
性を有し、BM-MSCの分化能を強化させることを
明らかにした。このように、KCに働きかける、ある
いはKCの分泌因子を介してBM-MSCをKCに分化
誘導させることで創傷治癒の促進が期待できるこ
とを示唆した。最後に、これらの活性物質のin vivo
での効果や作用機序を明らかにすることで
BM-MSCのKC分化誘導技術の創傷治癒応用を目指
していくと将来展望を語った。 
　演者らは、先行研究の中でBM-MSCを末梢血中
に動員させ、皮膚損傷部へ遊走・集積させる化合物
としてCinnamtanninB-1を報告している。よって、
本研究ではBM-MSCを移植するのではなく、薬物
の投与によって内在するBM-MSCを遊走させてKC
への分化を誘導し、創傷を治癒させることが最終
目的となる。このような治療法が現実となれば、ウ
マの肢端の外科的損傷には有用な治療法になるで
あろう。また、何より「ケラチノサイトへの分化」と
いうことがコントロールできれば、蹄に悩みを抱
える競走馬の治療法として夢が広がる。

○関節液中に存在し、間葉系幹細胞の増殖を支持
する分子の検索 

辻　邦和ら（東京医科歯科大学）
　演者らは関節軟骨ならびに半月板損傷に対して
自己膝滑膜由来間葉系幹細胞 (MSC)の初代培養細
胞浮遊液の注射を行い、組織再生に対する有効性
を臨床的に立証してきた。また、前十字靭帯再建術
などの関節内侵襲後の関節液中で、間葉系幹細胞
の表面抗原を有する細胞の総数が増大することを
示し、これらの結果から、本研究では膝損傷後の関
節液中にMSCの動員、細胞増殖を活性化する生理
活性物質が存在しているとの仮説を立て、その検
証を試みた。
　東京医科歯科大学倫理委員会の承認と患者の同
意のもと、前十字靭帯再建術3-4日後に採取した関
節液 (n=50)を16%の割合で通常の培地に添加し、
MSCの培養を行ったところ、一部の患者由来の関
節液で通常の6-9倍の増殖賦活化を示すものが存
在した。この活性は、非働化により消失したためタ
ンパク質であると予想されたが、タンパク質濃度-
増殖活性相関解析を行ったところ、補体、血小板由
来増殖因子 (PDGF)や炎症性サイトカイン (IL1b)
とは異なる分子であることが示唆された。
　標的とする生理活性物質を同定するため抗体ア
レイを用いて174種類のタンパク質の発現解析を
行ったところ、増殖活性の高い関節液で再現よく
高い発現レベルを示すタンパク質39種類が同定
された。
　発表では、数種のタンパク質まで絞り込まれて
いるが、それが何かというところまでは言及され
なかった。しかし、このタンパク質が明らかとなれ
ば、関節内により多くの幹細胞を遊走させ、加えて
幹細胞の増殖活性を高めることで治療効果の増強
につながることが期待されて興味深い。また、関節
液中に存在するこれらのタンパク質濃度の変化を
モニタすることで関節軟骨の退行変性を伴う慢性
疾患の予後予測の診断にも応用できる可能性があ
ると考えられた。 

（笠嶋快周）

○血小板濃縮材料（A-PRF、CGF、PRGF、PRP）に含
まれる増殖因子レベルの比較研究

礒邉和重ら（東京形成歯科研究会）
　多血小板血漿（PRP）については、歯科や形成外

科のみならず多分野で応用されているが、最近で
はヒト臨床分野において、さらに作製方法が簡便
な多血小板フィブリン（PRF）が多用されている。
また、これに類似した、濃縮増殖因子（CGF）、多血
漿増殖因子（PRGF）といった血液由来作製物が、
キットを用いて簡便に作製できるようになった。
ところが、これらの作製物はPRPに比べ、血小板お
よび増殖因子の濃縮効果がないとの報告がある。
そこで演者らは、これらの作製物に含まれる増殖
因子（TGF-β1、VEGF、PDGF-BB）と炎症性サイトカ
イン（IL-1β、IL-6）の量を比較した。定法に従い、
A-PRF（筆者注：抗凝固剤不添加のガラス管を用い
て採血し、直後に遠心して作製するPRFとほぼ同
義）、CGF、PRGF、PRPを作製した（筆者注：いずれも
専用のキットを使って作製）。PRPとPRGFはゲル
化させない液状のもの、A-PRFとCGFについては、
ゲル状の作製物をホモジネートした上清について
ELISAにて増殖因子および炎症性サイトカインを
定量した。その結果、PRGFに含まれる増殖因子は
他の作製物に比べ有意に低かった。CGFおよび
A-PRFには高濃度の増殖因子が含まれる傾向があ
り、PRPとほぼ同レベルであった。炎症性サイトカ
インについてはすべてにおいて差が認められな
かったが、PRGFではほとんど検出されなかった。
これにより、PRFやCGFといった作製物においても
PRP同等の増殖因子が含まれていることが判明し
た。
　ヒト臨床においてこれらの血液由来作製物が多
用される理由としては、専用作製キットで1回遠
心することで手軽に作れるというところが大き
い。しかし、フロアーからの指摘もあったが、実際
PRF（A-PRFを含む）とCGFと称されるものがほぼ
一緒で、作製キットが違うだけというのが実状で
ある。ましてやPRGFは、実際は乏血小板血漿
（PPP）の下層分画である。PRFについては、ゲル成
分だけではなく液体成分も活用することで初めて
PRPに匹敵する増殖因子濃度を得られるという報
告もあり、「PRFでは増殖因子の濃縮効果がない」と
いうのは、単なる測定方法の問題である可能性が
高い。ともかくPRFでも適用方法さえ適切ならば
PRP同等の効果を得られる可能性が考えられた。

○Promethazine hydrochlorideは骨格筋の脂肪
変性を抑制する

笠井健広ら（名古屋大学）
　損傷や廃用性の萎縮をしてしまったヒト骨格筋
は、再生時に筋線維間の脂肪前駆細胞が活性化し
て脂肪組織が再生してしまうことが知られてい
る。この反応は加齢とともに顕著となり、サルコペ
ニア（加齢性筋萎縮）の一因と考えられている。原
因となる脂肪前駆細胞については緒論あるが、演
者らはPax7陽性の筋原性サテライトセルだけで
はなく間葉系前駆細胞であるPDGFRa陽性細胞が
筋線維基底膜内に存在し、これらの細胞が骨格筋
内脂肪化の原因細胞であろうと考えている。演者
らはPDGFRa細胞をヒト骨格筋からFACSを用いて
単離し、脂肪培養誘導培地上で320種類のFDA認
可薬を添加して脂肪分化誘導を行った。脂肪細胞
を蛍光染色後、イメージアナライザーで脂肪分化
度を定量解析したところ、抗ヒスタミン類がそ
ろって脂肪分化を抑制していた。中でも最も抑制
効果の強かったPromethazine hydrochloride（PH）
に着目した。In vitroにおける実験では、PHは濃度
依存性に脂肪分化を抑制したが、WST-8を用いた
細胞毒性試験により毒性を認めなかった。PH処理
により、脂肪関連マーカーであるPPARγのmRNA
発現やタンパクレベルが抑制され、脂肪分化誘導
に重要なシグナルであるCREBリン酸化反応も分
化誘導早期から抑制されていた。アキレス腱切断
マウスを用いた脱負荷によるin vivo脂肪変性モデ
ルにおいても、切断後2週および4週において脂肪
化が抑制されていた。
　獣医分野において特に肉用牛においては、筋肉
組織に”サシ”を入れるために骨格筋内脂肪分化細
胞の存在がクローズアップされ、ヒトとは逆に脂
肪分化誘導を促進させるためのストラテジー研究
が行われている（参考：第157回日本獣医学会学術
集会　学会見聞記, 2015,  馬の科学, 52 (1) ,  
83―84）。このこととは対極的に競走馬はアス
リートであるため、骨格筋損傷の修復時には、いか
に脂肪組織のような余分な組織を形成させず、頑
強な筋線維に再生させるかが再発防止のための
キーポイントになる。このため損傷筋局所に対す
る脂肪分化抑制処置は、線維化抑制処置同様に重

要で、本研究はこうした意味でも重要であると感
じられた。

（福田健太郎）

○ゼラチンマイクロスフィアとウマ間葉系幹細胞
を用いて作製した細胞凝集体に関する検討

田村周久ら(JRA 競走馬総合研究所)
　私たちはウマ間葉系幹細胞を用いて作製した細
胞凝集体に関する実験で得られた成績の一部を本
学会において発表したので、その概要を紹介する。
間葉系幹細胞(MSC) は平面培養よりも3 次元的に
培養することによって、生理機能が向上すると報
告されていることから、我々はMSC とゼラチンマ
イクロスフィア(GMS) を混合培養した細胞凝集体
を作製してきた。本研究では、ウマ外科的腱損傷モ
デルを用いて、細胞凝集体の局所投与による臨床
応用の可能性を検討した。その方法として、① 局
所投与に適した細胞凝集体の作製：U 字底96 ウェ
ルプレートを用い、MSC とGMS を様々な比率で
混合培養して細胞凝集体を作製し、その直径、培養
可能期間および細胞活性などを評価した。②ウマ
生体腱組織への投与：両前肢腱損傷モデル3 頭を
用いて、片側に前実験で規定した細胞凝集体を移
植し、その対側肢に平面培養法で得られたシング
ルセルのMSC懸濁液をそれぞれ注射針にて局所に
移植した。1 日～7 日経過時点でMSC の分布を組
織学的に評価した。実験の結果、①細胞凝集体の直
径はGMS 数に依存して大きくなったが、細胞活性
はMSC 数とGMS 数の比率によって変化した。②
MSC 懸濁液の投与肢ではMSC の分布が腱内膜周
囲のみに少数認められたが、細胞凝集体の投与肢
ではGMS に接着したMSC が損傷部の腱束内に多
く認められた。以上のことから、細胞凝集体による
投与は治療効果を向上させる可能性が考えられ
た。注射針による移植法を用いた臨床応用に関し
ては、MSC とGMS の比率を適切に選択し、細胞凝
集体の大きさと細胞活性レベルの両者を考慮する
必要があると思われた。
　発表後、多くの質問および意見を頂いた。中で
も、幹細胞数とゼラチンマイクロスフィアの数を
調整することで細胞活性が変化することに高い関
心があったようであり、スフィアの調整方法や培

養条件、直径による違いなどについて質問があっ
た。我々の手技は腱組織内への注射針を用いた局
所投与であることを説明し、その注射針の内径を
通過可能なサイズを選択している旨を説明した。
また、このゼラチンマイクロスフィアはあらかじ
め液体薬剤を浸透させることで、生体内における
徐放剤の役割を果たす利点がある。本研究の展望
として、Fibroblast growth factor-2などの組織修
復に関連する因子を徐放剤として利用したい旨を
説明した。他に、細胞凝集体に含まれている幹細胞
自体の機能向上を評価するために、各種成長因子
の分泌量や分化能力の上昇などを測定したほうが
よいという意見を頂くことができたため、今後の
参考にしたい。

○口腔外科領域におけるFGF-2 と骨補填材を用い
た骨誘導再生の臨床研究

松野智宣ら(日本歯科大学)
　演者らは、組織修復因子であるFibrob las t  
growth factor-2を口腔外科領域において有効活用
する方法を長年にわたって検討しており、その内
容をシンポジウムにて報告した。その要旨を以下
に引用する。
　骨誘導再生療法(Guided Bone Regeneration: 
GBR) におけるscaffold には、骨誘導能と骨伝導能
を具備した骨補填材が望まれる。しかし、臨床に応
用されているHydroxyapatite(HA) やβ-tricalcium 
phosphate (β-TCP) などの合成アパタイトには骨
誘導能がないため、周囲の幹細胞や前駆細胞など
を効率良く誘導することは困難で、迅速かつ十分
な骨再生は望めなかった。そこで、このような合成
アパタイトに骨再生を含めた治癒促進作用を有す
る成長因子であるFibroblast growth factor-2 
(FGF-2) を含浸、あるいはゼラチンハイドロゲルと
混合させて、抜歯窩や嚢胞腔の歯槽骨欠損、さらに
インプラント治療における骨造成などに臨床応用
したのでその概要を報告する。まず、歯槽骨欠損へ
の応用は臨床研究として日本歯科大学生命歯学部
倫理委員会の承認のもと、同意が得られた11名、
12 部位（抜歯窩11 部位、嚢胞腔1 部位）に対し、本
材の有効性と安全性を評価する臨床試験フェーズ
第I/IIa 相として行った。複合体はFGF-2（フィブラ

ストスプレー250）をゼラチンハイドロゲルに含
浸させ、β-TCP 顆粒と混和して作製した。局所症
状や副作用、有害事象の有無と術後6 ヶ月までの
エックス線像を画像解析した。その結果、本材が原
因となる局所的炎症症状や全身的副作用は認めら
れず、創部軟組織の治癒は良好であった。術後3ヶ
月でβ-TCP 顆粒の吸収とそれに伴うX 線不透過
性の低下を認め、6 ヶ月では新生骨の石灰化に伴
いX 線不透過性は亢進する傾向を認めた。また、骨
再生およびリモデリングの指標となるβ-TCP 顆
粒の残存率は術後6 ヶ月で平均22.5 ％であった。
また、インプラント治療における骨造成では
FGF-2 をHA 顆粒に含浸させ、上顎洞底挙上術に応
用した。なお、インプラント体は同時に埋入し、
6 ヶ月後に補綴物を装着した。その結果、有害事象
はなく、X 線あるいはCT で上顎洞内に造成された
新生骨が経時的に不透過性を増し、インプラント
体と結合して、早期からオステオインテグレー
ションが獲得できた。以上より、口腔外科領域にお
ける歯槽骨再生やGBR に対し、合成アパタイト顆
粒にFGF-2 を含浸させることで、確実で十分な新
生骨の誘導再生が促進できることが確認できた。

　口腔外科領域においても、Fibroblast growth 
factor-2(FGF-2)を用いた再生医療は以前から検討
されている。近年、世界初の歯周組織再生剤として
承認されたFGF-2製剤が日本で発売されたこと
も、こうした先生方の基礎研究や臨床治験が実を
結んだものである。演者からは、骨の誘導再生に関
しては、組織再生の足がかりとなる基剤物質(ス
キャフォールド)と投与薬剤を適切に選択するこ
とで、治療効果を増強できる可能性が示された。ま
た、そうした治療効果の増強が生じる機序の一つ
として、FGF-2は形態学的および機能的に成熟し
た組織修復に関連する血管とされる機能的血管
(そうした機能をもたない病的血管と区別される)
の誘導にFGF-2が関与していることが、同シンポ
ジウムの他演者から紹介された。
　FGF-2製剤は創傷治癒に効果があることが示さ
れているものの、腱の修復に関しては定まった知
見がない。単回投与ではFGF-2による組織修復効
果が限定的かもしれないが、本演題のように徐放
剤を用いることで長期的に作用させることで腱組
織の修復を促進できるかもしれない。

（田村周久）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）



（258） 馬の科学　Vol.54（3）2017

　第16回日本再生医療学会総会は、「再生医療ル
ネサンス」をテーマに宮城県の仙台国際センター
で平成29年3月7日から9日まで開催された。今学
会の参加者は3500名、一般演題数は700以上あ
り、再生医療に関する学会では日本最大である。特
に今回は、再生医療に関連する産業の影響力が大
きくなってきた背景を踏まえ、基礎研究者、臨床応
用、経済・産業界および行政が一同に情報交換で
き、様々な課題を検討できるように演題プログラ
ムが設定されていた。以下にその概要を報告する。
　本学会では間葉系幹細胞を移植することを前提

とした治療法とその効果についての研究・報告が
主流ではあるが、一方では、移植した幹細胞の動態
に未だ不明な点も多いことから、内在性の幹細胞
を損傷部に遊走させて治療効果を得ようとする研
究も近年増加してきた。このような治療コンセプ
トに関する研究を以下に紹介する。

○骨髄由来間葉系幹細胞をケラチノサイトへ分化
誘導する活性化物質の探索 

久下勝規ら （大阪大学） 
　骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC)は組織損傷部

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

位へと遊走・集積することで組織再生に重要な役
割を果たすことが報告されている。しかし、
BM-MSCの創傷部位における治癒過程への関与に
ついて未だ不明な点が多い。最近、BM-MSCは表皮
ケラチノサイト(KC)との共培養やKC培養上清と
ROCK阻害剤を用いた条件においてKC様細胞へ分
化することが報告され、これらの幹細胞は炎症抑
制や細胞増殖に作用するだけでなく、創傷部位の
上皮化にも関与していることが示唆された。故に、
BM-MSCをKCへ分化誘導させることによって創傷
治癒をさらに促進できる可能性が考えられる。
　本研究では、創傷治癒への技術応用を目的にin 
vitroでマウスBM-MSCをKCに分化誘導させる活性
物質の探索を行っていた。演者らはKCとの共培養
またはKC培養上清の存在下において、マウス
BM-MSCをKCに分化させる活性を持った物質を複
数見出した。そのうちPS-101はKCとの共培養条件
において活性があり、KCから放出される分化促進
因子の分泌を増強する可能性を報告した。さらに、
PS-103, PS-106はKC培養上清存在下において活
性を有し、BM-MSCの分化能を強化させることを
明らかにした。このように、KCに働きかける、ある
いはKCの分泌因子を介してBM-MSCをKCに分化
誘導させることで創傷治癒の促進が期待できるこ
とを示唆した。最後に、これらの活性物質のin vivo
での効果や作用機序を明らかにすることで
BM-MSCのKC分化誘導技術の創傷治癒応用を目指
していくと将来展望を語った。 
　演者らは、先行研究の中でBM-MSCを末梢血中
に動員させ、皮膚損傷部へ遊走・集積させる化合物
としてCinnamtanninB-1を報告している。よって、
本研究ではBM-MSCを移植するのではなく、薬物
の投与によって内在するBM-MSCを遊走させてKC
への分化を誘導し、創傷を治癒させることが最終
目的となる。このような治療法が現実となれば、ウ
マの肢端の外科的損傷には有用な治療法になるで
あろう。また、何より「ケラチノサイトへの分化」と
いうことがコントロールできれば、蹄に悩みを抱
える競走馬の治療法として夢が広がる。

○関節液中に存在し、間葉系幹細胞の増殖を支持
する分子の検索 

辻　邦和ら（東京医科歯科大学）
　演者らは関節軟骨ならびに半月板損傷に対して
自己膝滑膜由来間葉系幹細胞 (MSC)の初代培養細
胞浮遊液の注射を行い、組織再生に対する有効性
を臨床的に立証してきた。また、前十字靭帯再建術
などの関節内侵襲後の関節液中で、間葉系幹細胞
の表面抗原を有する細胞の総数が増大することを
示し、これらの結果から、本研究では膝損傷後の関
節液中にMSCの動員、細胞増殖を活性化する生理
活性物質が存在しているとの仮説を立て、その検
証を試みた。
　東京医科歯科大学倫理委員会の承認と患者の同
意のもと、前十字靭帯再建術3-4日後に採取した関
節液 (n=50)を16%の割合で通常の培地に添加し、
MSCの培養を行ったところ、一部の患者由来の関
節液で通常の6-9倍の増殖賦活化を示すものが存
在した。この活性は、非働化により消失したためタ
ンパク質であると予想されたが、タンパク質濃度-
増殖活性相関解析を行ったところ、補体、血小板由
来増殖因子 (PDGF)や炎症性サイトカイン (IL1b)
とは異なる分子であることが示唆された。
　標的とする生理活性物質を同定するため抗体ア
レイを用いて174種類のタンパク質の発現解析を
行ったところ、増殖活性の高い関節液で再現よく
高い発現レベルを示すタンパク質39種類が同定
された。
　発表では、数種のタンパク質まで絞り込まれて
いるが、それが何かというところまでは言及され
なかった。しかし、このタンパク質が明らかとなれ
ば、関節内により多くの幹細胞を遊走させ、加えて
幹細胞の増殖活性を高めることで治療効果の増強
につながることが期待されて興味深い。また、関節
液中に存在するこれらのタンパク質濃度の変化を
モニタすることで関節軟骨の退行変性を伴う慢性
疾患の予後予測の診断にも応用できる可能性があ
ると考えられた。 

（笠嶋快周）

○血小板濃縮材料（A-PRF、CGF、PRGF、PRP）に含
まれる増殖因子レベルの比較研究

礒邉和重ら（東京形成歯科研究会）
　多血小板血漿（PRP）については、歯科や形成外

科のみならず多分野で応用されているが、最近で
はヒト臨床分野において、さらに作製方法が簡便
な多血小板フィブリン（PRF）が多用されている。
また、これに類似した、濃縮増殖因子（CGF）、多血
漿増殖因子（PRGF）といった血液由来作製物が、
キットを用いて簡便に作製できるようになった。
ところが、これらの作製物はPRPに比べ、血小板お
よび増殖因子の濃縮効果がないとの報告がある。
そこで演者らは、これらの作製物に含まれる増殖
因子（TGF-β1、VEGF、PDGF-BB）と炎症性サイトカ
イン（IL-1β、IL-6）の量を比較した。定法に従い、
A-PRF（筆者注：抗凝固剤不添加のガラス管を用い
て採血し、直後に遠心して作製するPRFとほぼ同
義）、CGF、PRGF、PRPを作製した（筆者注：いずれも
専用のキットを使って作製）。PRPとPRGFはゲル
化させない液状のもの、A-PRFとCGFについては、
ゲル状の作製物をホモジネートした上清について
ELISAにて増殖因子および炎症性サイトカインを
定量した。その結果、PRGFに含まれる増殖因子は
他の作製物に比べ有意に低かった。CGFおよび
A-PRFには高濃度の増殖因子が含まれる傾向があ
り、PRPとほぼ同レベルであった。炎症性サイトカ
インについてはすべてにおいて差が認められな
かったが、PRGFではほとんど検出されなかった。
これにより、PRFやCGFといった作製物においても
PRP同等の増殖因子が含まれていることが判明し
た。
　ヒト臨床においてこれらの血液由来作製物が多
用される理由としては、専用作製キットで1回遠
心することで手軽に作れるというところが大き
い。しかし、フロアーからの指摘もあったが、実際
PRF（A-PRFを含む）とCGFと称されるものがほぼ
一緒で、作製キットが違うだけというのが実状で
ある。ましてやPRGFは、実際は乏血小板血漿
（PPP）の下層分画である。PRFについては、ゲル成
分だけではなく液体成分も活用することで初めて
PRPに匹敵する増殖因子濃度を得られるという報
告もあり、「PRFでは増殖因子の濃縮効果がない」と
いうのは、単なる測定方法の問題である可能性が
高い。ともかくPRFでも適用方法さえ適切ならば
PRP同等の効果を得られる可能性が考えられた。

○Promethazine hydrochlorideは骨格筋の脂肪
変性を抑制する

笠井健広ら（名古屋大学）
　損傷や廃用性の萎縮をしてしまったヒト骨格筋
は、再生時に筋線維間の脂肪前駆細胞が活性化し
て脂肪組織が再生してしまうことが知られてい
る。この反応は加齢とともに顕著となり、サルコペ
ニア（加齢性筋萎縮）の一因と考えられている。原
因となる脂肪前駆細胞については緒論あるが、演
者らはPax7陽性の筋原性サテライトセルだけで
はなく間葉系前駆細胞であるPDGFRa陽性細胞が
筋線維基底膜内に存在し、これらの細胞が骨格筋
内脂肪化の原因細胞であろうと考えている。演者
らはPDGFRa細胞をヒト骨格筋からFACSを用いて
単離し、脂肪培養誘導培地上で320種類のFDA認
可薬を添加して脂肪分化誘導を行った。脂肪細胞
を蛍光染色後、イメージアナライザーで脂肪分化
度を定量解析したところ、抗ヒスタミン類がそ
ろって脂肪分化を抑制していた。中でも最も抑制
効果の強かったPromethazine hydrochloride（PH）
に着目した。In vitroにおける実験では、PHは濃度
依存性に脂肪分化を抑制したが、WST-8を用いた
細胞毒性試験により毒性を認めなかった。PH処理
により、脂肪関連マーカーであるPPARγのmRNA
発現やタンパクレベルが抑制され、脂肪分化誘導
に重要なシグナルであるCREBリン酸化反応も分
化誘導早期から抑制されていた。アキレス腱切断
マウスを用いた脱負荷によるin vivo脂肪変性モデ
ルにおいても、切断後2週および4週において脂肪
化が抑制されていた。
　獣医分野において特に肉用牛においては、筋肉
組織に”サシ”を入れるために骨格筋内脂肪分化細
胞の存在がクローズアップされ、ヒトとは逆に脂
肪分化誘導を促進させるためのストラテジー研究
が行われている（参考：第157回日本獣医学会学術
集会　学会見聞記, 2015,  馬の科学, 52 (1) ,  
83―84）。このこととは対極的に競走馬はアス
リートであるため、骨格筋損傷の修復時には、いか
に脂肪組織のような余分な組織を形成させず、頑
強な筋線維に再生させるかが再発防止のための
キーポイントになる。このため損傷筋局所に対す
る脂肪分化抑制処置は、線維化抑制処置同様に重

要で、本研究はこうした意味でも重要であると感
じられた。

（福田健太郎）

○ゼラチンマイクロスフィアとウマ間葉系幹細胞
を用いて作製した細胞凝集体に関する検討

田村周久ら(JRA 競走馬総合研究所)
　私たちはウマ間葉系幹細胞を用いて作製した細
胞凝集体に関する実験で得られた成績の一部を本
学会において発表したので、その概要を紹介する。
間葉系幹細胞(MSC) は平面培養よりも3 次元的に
培養することによって、生理機能が向上すると報
告されていることから、我々はMSC とゼラチンマ
イクロスフィア(GMS) を混合培養した細胞凝集体
を作製してきた。本研究では、ウマ外科的腱損傷モ
デルを用いて、細胞凝集体の局所投与による臨床
応用の可能性を検討した。その方法として、① 局
所投与に適した細胞凝集体の作製：U 字底96 ウェ
ルプレートを用い、MSC とGMS を様々な比率で
混合培養して細胞凝集体を作製し、その直径、培養
可能期間および細胞活性などを評価した。②ウマ
生体腱組織への投与：両前肢腱損傷モデル3 頭を
用いて、片側に前実験で規定した細胞凝集体を移
植し、その対側肢に平面培養法で得られたシング
ルセルのMSC懸濁液をそれぞれ注射針にて局所に
移植した。1 日～7 日経過時点でMSC の分布を組
織学的に評価した。実験の結果、①細胞凝集体の直
径はGMS 数に依存して大きくなったが、細胞活性
はMSC 数とGMS 数の比率によって変化した。②
MSC 懸濁液の投与肢ではMSC の分布が腱内膜周
囲のみに少数認められたが、細胞凝集体の投与肢
ではGMS に接着したMSC が損傷部の腱束内に多
く認められた。以上のことから、細胞凝集体による
投与は治療効果を向上させる可能性が考えられ
た。注射針による移植法を用いた臨床応用に関し
ては、MSC とGMS の比率を適切に選択し、細胞凝
集体の大きさと細胞活性レベルの両者を考慮する
必要があると思われた。
　発表後、多くの質問および意見を頂いた。中で
も、幹細胞数とゼラチンマイクロスフィアの数を
調整することで細胞活性が変化することに高い関
心があったようであり、スフィアの調整方法や培

養条件、直径による違いなどについて質問があっ
た。我々の手技は腱組織内への注射針を用いた局
所投与であることを説明し、その注射針の内径を
通過可能なサイズを選択している旨を説明した。
また、このゼラチンマイクロスフィアはあらかじ
め液体薬剤を浸透させることで、生体内における
徐放剤の役割を果たす利点がある。本研究の展望
として、Fibroblast growth factor-2などの組織修
復に関連する因子を徐放剤として利用したい旨を
説明した。他に、細胞凝集体に含まれている幹細胞
自体の機能向上を評価するために、各種成長因子
の分泌量や分化能力の上昇などを測定したほうが
よいという意見を頂くことができたため、今後の
参考にしたい。

○口腔外科領域におけるFGF-2 と骨補填材を用い
た骨誘導再生の臨床研究

松野智宣ら(日本歯科大学)
　演者らは、組織修復因子であるFibrob las t  
growth factor-2を口腔外科領域において有効活用
する方法を長年にわたって検討しており、その内
容をシンポジウムにて報告した。その要旨を以下
に引用する。
　骨誘導再生療法(Guided Bone Regeneration: 
GBR) におけるscaffold には、骨誘導能と骨伝導能
を具備した骨補填材が望まれる。しかし、臨床に応
用されているHydroxyapatite(HA) やβ-tricalcium 
phosphate (β-TCP) などの合成アパタイトには骨
誘導能がないため、周囲の幹細胞や前駆細胞など
を効率良く誘導することは困難で、迅速かつ十分
な骨再生は望めなかった。そこで、このような合成
アパタイトに骨再生を含めた治癒促進作用を有す
る成長因子であるFibroblast growth factor-2 
(FGF-2) を含浸、あるいはゼラチンハイドロゲルと
混合させて、抜歯窩や嚢胞腔の歯槽骨欠損、さらに
インプラント治療における骨造成などに臨床応用
したのでその概要を報告する。まず、歯槽骨欠損へ
の応用は臨床研究として日本歯科大学生命歯学部
倫理委員会の承認のもと、同意が得られた11名、
12 部位（抜歯窩11 部位、嚢胞腔1 部位）に対し、本
材の有効性と安全性を評価する臨床試験フェーズ
第I/IIa 相として行った。複合体はFGF-2（フィブラ

ストスプレー250）をゼラチンハイドロゲルに含
浸させ、β-TCP 顆粒と混和して作製した。局所症
状や副作用、有害事象の有無と術後6 ヶ月までの
エックス線像を画像解析した。その結果、本材が原
因となる局所的炎症症状や全身的副作用は認めら
れず、創部軟組織の治癒は良好であった。術後3ヶ
月でβ-TCP 顆粒の吸収とそれに伴うX 線不透過
性の低下を認め、6 ヶ月では新生骨の石灰化に伴
いX 線不透過性は亢進する傾向を認めた。また、骨
再生およびリモデリングの指標となるβ-TCP 顆
粒の残存率は術後6 ヶ月で平均22.5 ％であった。
また、インプラント治療における骨造成では
FGF-2 をHA 顆粒に含浸させ、上顎洞底挙上術に応
用した。なお、インプラント体は同時に埋入し、
6 ヶ月後に補綴物を装着した。その結果、有害事象
はなく、X 線あるいはCT で上顎洞内に造成された
新生骨が経時的に不透過性を増し、インプラント
体と結合して、早期からオステオインテグレー
ションが獲得できた。以上より、口腔外科領域にお
ける歯槽骨再生やGBR に対し、合成アパタイト顆
粒にFGF-2 を含浸させることで、確実で十分な新
生骨の誘導再生が促進できることが確認できた。

　口腔外科領域においても、Fibroblast growth 
factor-2(FGF-2)を用いた再生医療は以前から検討
されている。近年、世界初の歯周組織再生剤として
承認されたFGF-2製剤が日本で発売されたこと
も、こうした先生方の基礎研究や臨床治験が実を
結んだものである。演者からは、骨の誘導再生に関
しては、組織再生の足がかりとなる基剤物質(ス
キャフォールド)と投与薬剤を適切に選択するこ
とで、治療効果を増強できる可能性が示された。ま
た、そうした治療効果の増強が生じる機序の一つ
として、FGF-2は形態学的および機能的に成熟し
た組織修復に関連する血管とされる機能的血管
(そうした機能をもたない病的血管と区別される)
の誘導にFGF-2が関与していることが、同シンポ
ジウムの他演者から紹介された。
　FGF-2製剤は創傷治癒に効果があることが示さ
れているものの、腱の修復に関しては定まった知
見がない。単回投与ではFGF-2による組織修復効
果が限定的かもしれないが、本演題のように徐放
剤を用いることで長期的に作用させることで腱組
織の修復を促進できるかもしれない。

（田村周久）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　第16回日本再生医療学会総会は、「再生医療ル
ネサンス」をテーマに宮城県の仙台国際センター
で平成29年3月7日から9日まで開催された。今学
会の参加者は3500名、一般演題数は700以上あ
り、再生医療に関する学会では日本最大である。特
に今回は、再生医療に関連する産業の影響力が大
きくなってきた背景を踏まえ、基礎研究者、臨床応
用、経済・産業界および行政が一同に情報交換で
き、様々な課題を検討できるように演題プログラ
ムが設定されていた。以下にその概要を報告する。
　本学会では間葉系幹細胞を移植することを前提

とした治療法とその効果についての研究・報告が
主流ではあるが、一方では、移植した幹細胞の動態
に未だ不明な点も多いことから、内在性の幹細胞
を損傷部に遊走させて治療効果を得ようとする研
究も近年増加してきた。このような治療コンセプ
トに関する研究を以下に紹介する。

○骨髄由来間葉系幹細胞をケラチノサイトへ分化
誘導する活性化物質の探索 

久下勝規ら （大阪大学） 
　骨髄由来間葉系幹細胞 (BM-MSC)は組織損傷部

第4回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会

　平成29年3月30、31日にタワーホール船堀（東
京都）で開催された第4回日本獣医病理学専門家
協会（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を
報告する。本学術集会では、スライドセミナー「神
経変性疾患の病理」、第57回獣医病理学研修会、
チュートリアルセミナー「内分泌腫瘍のWHO分
類」および卒後教育セミナー「農薬の毒性評価に関
するメカニズム試験の調査」、「NOGマウスを用い
たPDXモデルの特徴とモデル樹立過程の留意点」
が実施された。また、ポスターセッションでは40
演題が発表された。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

＜スライドセミナー＞
神経変性疾患の病理・マクロとミクロの見方

新井信隆（東京都医学総合研究所）
　本学術集会の最初のプログラムとして、スライ
ドセミナー、「神経変性疾患の病理・マクロとミク
ロの見方」と題して、ヒト医学における神経変性疾
患について、以下のような内容の講演がなされた。

◯蛋白コンフォメーション異常を認める変性疾患
　神経変性疾患の多くは神経細胞内の様々な蛋白
質のコンフォメーション（構造）異常に起因する
と、近年、考えられるようになった。即ち、細胞内に
正常に存在する蛋白質が何らかの原因によりリン
酸化修飾されると不溶化し、細胞内に蓄積し続け
ることで、細胞が障害される。それら障害が別の神
経細胞に伝播する仕組みは、プリオン病で見られ
るものと類似していおり、プリオン仮説として注

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

目されている。本疾患は異常蓄積蛋白質の違いに
より、タウオパチー（アルツハイマー病、ピック病、
進行生核上性麻痺、皮質基底核変性症、グレイン認
知症など）、αシクレイノパチー（パーキンソン病、
レビー小体型認知症、多系統萎縮症）、TDP-43プロ
テイノパチー（前頭側頭葉変性症、筋萎縮性側索硬
化症）などのカテゴリーに分類されている。これら
リン酸化蛋白質は、神経細胞突起やグリア細胞（特
にアストロサイト、オリゴデンドロサイト）に特徴
的に蓄積する。それら蓄積所見の一部は生理的な
加齢現象でも認められるものと、所見そのものが
病理診断の特異的指標となるものがある。前者の
タウオパチーではアルツハイマー神経原線維変
化、ニューロピルスレッド、グリアコイル小体が、
αシヌクレイノパチーではレビー小体、レビー
ニューライトがそれである。一方、後者のタウオパ
チーではピック球、グレイン、アストロサイト斑、
房状アストロサイトが、αシクレイノパチーでは
グリア細胞質内封入体が、またTDP-43プロテイノ
パチーではスケインなどがそれである。これら蓄
積蛋白質はユビキチン化されているので、ユビキ
チン染色はスクリーニングとして有用である。ま
た、ガリアス染色はリン酸化タウ、および一部のリ
ン酸化αシヌクレイン（グリア細胞質内封入体）を
鋭敏に染めることができる。

◯過剰トリプレットリピートによる変性疾患
　ゲノム内の遺伝子に存在する3塩基の繰返し配
列（主にCAG）が過剰伸長することによって起こる
一群の遺伝性神経疾患のことをトリプレットリ
ピート病と呼ぶ。遺伝子産物であるポリグルタミ
ンの凝集体が神経細胞核内に封入体を形成する。
しかしこれらは変性部位から離れていたり、極め
て少量しか認められなかったり、脳の広範な変性
との因果関係において、未だ不明な点が多い。本疾
患としては、ハンチントン病や脊髄小脳失調症の
いくつかのタイプ、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮
症などがある。後二者では小脳変性を伴うが、疾患
によっては皮質型、歯状核型などで病理的に全く
異なる変性パターンを示す場合がある。

◯マクロ所見でミクロが見えることがある
　診断の入り口はマクロ所見であり、上記に紹介

された疾患の中にはマクロ所見で診断がほぼ推定
できるものがあることから、常に注意深い肉眼観
察が重要である。また基底核病変（尾状核、被殻、淡
蒼球、ルイ体）、黒質変性（緻密帯と網状体）、小脳病
変（皮質型、顆粒細胞型、歯状核型）などの病変のバ
リエーションを評価できるようになると、診断の
助けになることが多い。
　馬における中枢神経変性疾患としては、遺伝性
と考えられている小脳アビオトロフィーやビタミ
ンE欠乏による変性性脊髄症（EDM）が挙げられる
が、本セミナーで紹介されたようなヒトの神経変
性疾患と同様の疾患の有無については明らかでは
ない。従って、我々が実施している病理診断におい
て今回の講演内容がすぐに役立つものではないか
もしれないが、馬の中枢神経組織の病理検査での
肉眼所見の重要性や組織所見の取り方、解釈の仕
方などは大いに参考となるものであった。

（片山芳也）

＜ポスターセッション＞
○牛の顆粒膜細胞腫23例の多彩な増殖パターン
と免疫組織化学的解析による発生起源解析

Angeline Ping Ping Tehら (宮崎大学)
　牛の顆粒膜細胞腫（GCT）は多様な組織像を示す
ため、HE標本のみでの診断は時に困難である。本
研究では、正常卵巣組織における各発育段階の卵
胞のタンパク発現を免疫組織化学的に検索した。
これをもとに、GCTにおける形態学的分類とその
免疫組織化学的特徴を比較することで、本腫瘍の
病態発生について解析を行った。
【材料と方法】2000 年から2016 年までの期間に
牛の卵巣腫瘍と診断された25 例を材料とした。
GCTはHE標本より形態学的に大濾胞状、小濾胞
状、島状、索状、び漫性および混合型に分類した。さ
らにサイトケラチン（CK）、ビメンチン、デスミン、
ネクチン4、抗ミューラー管ホルモン（AMH）、イン
ヒビンαなどを用いて免疫染色を実施し、前述の
分類ならびに正常卵巣との比較検討を行った。
【結果】GCT症例群は再診断によりGCT（n=23）、莢
膜細胞腫（n=1）、リンパ腫（n=1）であると判明し
た。GCTについては11 例が大/ 小濾胞状、10 例は
混合型と分類された。GCTの全増殖パターンで

AMHが100％陽性を示した。また大濾胞状ではCK
が100％、インヒビンα も82％と高い陽性率を示
す一方、島状やび漫性などパターンが低分化であ
るに従い、陽性率にも減少傾向がみられた。莢膜細
胞腫でもAMHが陽性となり、対しCKとデスミンは
陰性となった。
【考察】本研究により性索間質性腫瘍の診断におい
て、AMHが有用なマーカーであることが明らかと
なった。また、大/ 小濾胞状GCTは正常グラーフ卵
胞の顆粒膜細胞と、島状/ 索状GCTは閉鎖卵胞とタ
ンパク質の発現が類似しており、卵胞の発育ス
テージと各増殖パターンの腫瘍発生との関連性が
示唆された。さらにCKとインヒビンα の発現は腫
瘍の分化度と比例していたことから、低分化型腫
瘍のCK発現の減少はその内分泌機構に影響する
ことが予想された。
　本発表は、GCTの形態を分類し、同組織中の各種
タンパク質発現状況を正常卵巣と比較することに
より、どの発育ステージから生じた腫瘍であるか
丁寧に考察した報告であった。馬のGCTにおいて
もAMHの有用性は知られており演者も先行研究
として紹介していたが、GCTを形状等により詳細
に分類し、臨床症状や予後と照らし合わせること
により、新たな知見が得られるのではないかと考
えられた。また、莢膜細胞腫と低分化型のGCTの鑑
別について、馬では抗c-ErbB2抗体が有用とされて
いるが、牛においては両腫瘍間に明瞭な差は見ら
れないとのことであった。

(上野孝範)

＜チュートリアルセミナー＞
げっ歯類の内分泌腫瘍

菅野　剛 (株式会社 LSIメディエンス)
　チュートリアルセミナー『げっ歯類の内分泌腫
瘍』では、株式会社LSIメディエンスの菅野剛氏よ
り、以下のような講演がなされた。
　実験動物は産業動物や愛玩動物とは異なり、臨
床症状の有無に関わらず計画的な解剖に供される
ため、自然発生する腫瘍についても様々なステー
ジでの観察が可能である。特に、内分泌腫瘍が多く
自然発生するラットにおいては、各ステージの腫
瘍性病変が、過形成～腺腫～腺癌へと進展する像

を確認することができる。内分泌腫瘍に限ったこ
とではないが、過形成～腺腫、腺腫～腺癌の鑑別は
病理医が苦慮する点である。過形成・腺腫では、細
胞が大小不同の程度や核の悪性度が似通っている
ため、細胞形態からでは鑑別が困難であり、病変の
大きさから鑑別を行うことが多い。腺腫～腺癌に
ついても同様に、細胞形態に加え、周囲組織への浸
潤性が鑑別の指標となる。
　ラットにおいて、加齢性に発生する内分泌腫瘍
は、下垂体、甲状腺、副腎に多く見られる。
○下垂体
　過形成の病変は、正常細胞と混在して認められ
る。げっ歯類のWHO分類においては、正常な下垂
体の半分以上の大きさであるものが腺腫とされ
る。腫瘍細胞が脳実質や頭蓋骨内への浸潤が見ら
れた場合、腺癌と判断する。また、下垂体腫瘍は
種々のホルモンを産生することが知られており、
腫瘍組織の免疫染色により詳細を確認することが
できる。
○甲状腺
　過形成病変は、単～多巣状性、もしくはび慢性に
認められる。腺腫は正常濾胞を圧迫するように認
められ、げっ歯類のWHO分類では正常細胞5個分
より大きいものと記載されている。腺癌は濾胞を
置換するように増殖し、周囲組織への浸潤が認め
られ、血管やリンパ管内に腫瘍細胞が認められる
こともある。
○副腎
　副腎腫瘍はラットでしばしば見られるが、愛玩
動物として昨今人気が高まっているフェレットに
おいて頻繁に認められる。ラットでは臨床症状が
認められないことが多い副腎腫瘍だが、フェレッ
トでは脱毛などのクッシング様症状を随伴する。
腫瘍細胞の形態に関しては、ラットにおいて正常
皮質細胞に類似した形態をとるのに対し、フェ
レットにおいては紡錘形細胞や粘液産生性の細胞
を確認することができる。また、アンドロゲン合成
を示すマーカーである抗Cytochrome b5抗体を用
いた免疫染色を行うと、ラットでは過形成病変の
一部でのみ陽性細胞が認められるのに対し、フェ
レットでは腺腫・腺癌病変で陽性細胞が多見され、
臨床症状との関係が示唆される。以上のように、動

物種間において、腫瘍の性質に相違が認められる。
　内分泌性腫瘍は臨床検体でもしばしば遭遇する
が、その進行段階を判断するには経験を伴う。今回
の講演内容は、多くの実験動物の標本を用いて腫
瘍性病変の進展を視覚的に示したものであり、病
理標本に臨む際のひとつのメルクマールとなる。
また、動物種による腫瘍細胞の性格の違いが免疫
組織化学的にも確認できることは、非常に興味深
い。腫瘍組織を観察する際に、考察に加えるべき点
であろう。

（内田英里）

　第57回獣医病理学研修会では、国内外の研究あ
るいは診断機関から26症例の提出があった。以下
に診断名をまとめるとともに、興味深い症例につ
いて概要を報告する。

No. 1173 
提出機関：ACVP日本人会

動物：ハクトウワシ、年齢不詳（幼鳥）、未避妊雌、体
重2.7 kg
標本：心臓、10% 中性緩衝ホルマリン固定、HE 染
色
臨床事項：本症例は動物展示施設で展示されてい
た。羽毛が濡れ、脚が動かせず、さらに弛緩性麻痺、
頭部の攣縮などの神経症状を呈したため、臨床的
にボツリヌス症などが疑われた。抗生物質による
治療が行われたが斃死したため、ルイジアナ州立
大学ルイジアナ動物疾病診断検査所において剖検
が行われた。
肉眼所見：削痩が認められた。羽毛は濡れて絡まり
合っており、初列風切羽は左右ともに絡まりや脱
羽を呈していた。心筋は多病巣性に淡黄褐色を呈
していた。気嚢には針頭大の白色プラーク、最大径 
7 cm に至る白色から黄褐色の複数の結節が認め
られた。同様の結節は肺、肝臓、腎臓にも認められ
た。大脳、小脳、脊髄、末梢神経を含む他の臓器に肉
眼的に著変は認められなかった。
病理組織学的所見：心臓では、多病性から融合性に
心筋の変性・壊死が認められた。これら心筋線維は
好酸性を増し、断片化ないしは絮状化していた。こ
れらの病巣内あるいは周囲には、リンパ球や形質
細胞を主体とする炎症性細胞が中等度に浸潤して
いた。また、心筋内には原虫シストが散在性に認め
られたが、これらに対しての炎症反応は観察されな
かった。抗ウエストナイルウイルス抗体を用いた免
疫組織化学的検索では、変性あるいは壊死した心筋
がWNV抗原陽性を示した。以上の成績から、病理組
織学的診断は「中等度、多病巣性～融合性、リンパ球
形質細胞性心筋炎および散在性、心筋内における原
虫シスト (Sarcocystis spp.)」、疾病診断は「ウエスト
ナイルウイルス性心筋炎」となった。
　ウエストナイルウイルスは蚊と鳥類の間で維持
され、蚊を介して人や馬に感染し脳炎を引き起こ
す。アメリカでは、200種以上の鳥類で感染が認め
られている。鳥類の本ウイルスに対する感受性は
種類によって異なり、不顕性感染から致死性感染
まで見られる。我が国では、ウエストナイルウイル
ス感染症の発生は報告されていない。しかし、人や
物の国際間移動の増加や本感染症の感染経路を考
慮すると、本ウイルスが我が国に侵入するリスク

は高いと言われている。馬を含め、ウエストナイル
ウイルス感染症例の検索を行う上で、非常に貴重

な症例と考えられた。
（越智章仁）

位へと遊走・集積することで組織再生に重要な役
割を果たすことが報告されている。しかし、
BM-MSCの創傷部位における治癒過程への関与に
ついて未だ不明な点が多い。最近、BM-MSCは表皮
ケラチノサイト(KC)との共培養やKC培養上清と
ROCK阻害剤を用いた条件においてKC様細胞へ分
化することが報告され、これらの幹細胞は炎症抑
制や細胞増殖に作用するだけでなく、創傷部位の
上皮化にも関与していることが示唆された。故に、
BM-MSCをKCへ分化誘導させることによって創傷
治癒をさらに促進できる可能性が考えられる。
　本研究では、創傷治癒への技術応用を目的にin 
vitroでマウスBM-MSCをKCに分化誘導させる活性
物質の探索を行っていた。演者らはKCとの共培養
またはKC培養上清の存在下において、マウス
BM-MSCをKCに分化させる活性を持った物質を複
数見出した。そのうちPS-101はKCとの共培養条件
において活性があり、KCから放出される分化促進
因子の分泌を増強する可能性を報告した。さらに、
PS-103, PS-106はKC培養上清存在下において活
性を有し、BM-MSCの分化能を強化させることを
明らかにした。このように、KCに働きかける、ある
いはKCの分泌因子を介してBM-MSCをKCに分化
誘導させることで創傷治癒の促進が期待できるこ
とを示唆した。最後に、これらの活性物質のin vivo
での効果や作用機序を明らかにすることで
BM-MSCのKC分化誘導技術の創傷治癒応用を目指
していくと将来展望を語った。 
　演者らは、先行研究の中でBM-MSCを末梢血中
に動員させ、皮膚損傷部へ遊走・集積させる化合物
としてCinnamtanninB-1を報告している。よって、
本研究ではBM-MSCを移植するのではなく、薬物
の投与によって内在するBM-MSCを遊走させてKC
への分化を誘導し、創傷を治癒させることが最終
目的となる。このような治療法が現実となれば、ウ
マの肢端の外科的損傷には有用な治療法になるで
あろう。また、何より「ケラチノサイトへの分化」と
いうことがコントロールできれば、蹄に悩みを抱
える競走馬の治療法として夢が広がる。

○関節液中に存在し、間葉系幹細胞の増殖を支持
する分子の検索 

辻　邦和ら（東京医科歯科大学）
　演者らは関節軟骨ならびに半月板損傷に対して
自己膝滑膜由来間葉系幹細胞 (MSC)の初代培養細
胞浮遊液の注射を行い、組織再生に対する有効性
を臨床的に立証してきた。また、前十字靭帯再建術
などの関節内侵襲後の関節液中で、間葉系幹細胞
の表面抗原を有する細胞の総数が増大することを
示し、これらの結果から、本研究では膝損傷後の関
節液中にMSCの動員、細胞増殖を活性化する生理
活性物質が存在しているとの仮説を立て、その検
証を試みた。
　東京医科歯科大学倫理委員会の承認と患者の同
意のもと、前十字靭帯再建術3-4日後に採取した関
節液 (n=50)を16%の割合で通常の培地に添加し、
MSCの培養を行ったところ、一部の患者由来の関
節液で通常の6-9倍の増殖賦活化を示すものが存
在した。この活性は、非働化により消失したためタ
ンパク質であると予想されたが、タンパク質濃度-
増殖活性相関解析を行ったところ、補体、血小板由
来増殖因子 (PDGF)や炎症性サイトカイン (IL1b)
とは異なる分子であることが示唆された。
　標的とする生理活性物質を同定するため抗体ア
レイを用いて174種類のタンパク質の発現解析を
行ったところ、増殖活性の高い関節液で再現よく
高い発現レベルを示すタンパク質39種類が同定
された。
　発表では、数種のタンパク質まで絞り込まれて
いるが、それが何かというところまでは言及され
なかった。しかし、このタンパク質が明らかとなれ
ば、関節内により多くの幹細胞を遊走させ、加えて
幹細胞の増殖活性を高めることで治療効果の増強
につながることが期待されて興味深い。また、関節
液中に存在するこれらのタンパク質濃度の変化を
モニタすることで関節軟骨の退行変性を伴う慢性
疾患の予後予測の診断にも応用できる可能性があ
ると考えられた。 

（笠嶋快周）

○血小板濃縮材料（A-PRF、CGF、PRGF、PRP）に含
まれる増殖因子レベルの比較研究

礒邉和重ら（東京形成歯科研究会）
　多血小板血漿（PRP）については、歯科や形成外

科のみならず多分野で応用されているが、最近で
はヒト臨床分野において、さらに作製方法が簡便
な多血小板フィブリン（PRF）が多用されている。
また、これに類似した、濃縮増殖因子（CGF）、多血
漿増殖因子（PRGF）といった血液由来作製物が、
キットを用いて簡便に作製できるようになった。
ところが、これらの作製物はPRPに比べ、血小板お
よび増殖因子の濃縮効果がないとの報告がある。
そこで演者らは、これらの作製物に含まれる増殖
因子（TGF-β1、VEGF、PDGF-BB）と炎症性サイトカ
イン（IL-1β、IL-6）の量を比較した。定法に従い、
A-PRF（筆者注：抗凝固剤不添加のガラス管を用い
て採血し、直後に遠心して作製するPRFとほぼ同
義）、CGF、PRGF、PRPを作製した（筆者注：いずれも
専用のキットを使って作製）。PRPとPRGFはゲル
化させない液状のもの、A-PRFとCGFについては、
ゲル状の作製物をホモジネートした上清について
ELISAにて増殖因子および炎症性サイトカインを
定量した。その結果、PRGFに含まれる増殖因子は
他の作製物に比べ有意に低かった。CGFおよび
A-PRFには高濃度の増殖因子が含まれる傾向があ
り、PRPとほぼ同レベルであった。炎症性サイトカ
インについてはすべてにおいて差が認められな
かったが、PRGFではほとんど検出されなかった。
これにより、PRFやCGFといった作製物においても
PRP同等の増殖因子が含まれていることが判明し
た。
　ヒト臨床においてこれらの血液由来作製物が多
用される理由としては、専用作製キットで1回遠
心することで手軽に作れるというところが大き
い。しかし、フロアーからの指摘もあったが、実際
PRF（A-PRFを含む）とCGFと称されるものがほぼ
一緒で、作製キットが違うだけというのが実状で
ある。ましてやPRGFは、実際は乏血小板血漿
（PPP）の下層分画である。PRFについては、ゲル成
分だけではなく液体成分も活用することで初めて
PRPに匹敵する増殖因子濃度を得られるという報
告もあり、「PRFでは増殖因子の濃縮効果がない」と
いうのは、単なる測定方法の問題である可能性が
高い。ともかくPRFでも適用方法さえ適切ならば
PRP同等の効果を得られる可能性が考えられた。

○Promethazine hydrochlorideは骨格筋の脂肪
変性を抑制する

笠井健広ら（名古屋大学）
　損傷や廃用性の萎縮をしてしまったヒト骨格筋
は、再生時に筋線維間の脂肪前駆細胞が活性化し
て脂肪組織が再生してしまうことが知られてい
る。この反応は加齢とともに顕著となり、サルコペ
ニア（加齢性筋萎縮）の一因と考えられている。原
因となる脂肪前駆細胞については緒論あるが、演
者らはPax7陽性の筋原性サテライトセルだけで
はなく間葉系前駆細胞であるPDGFRa陽性細胞が
筋線維基底膜内に存在し、これらの細胞が骨格筋
内脂肪化の原因細胞であろうと考えている。演者
らはPDGFRa細胞をヒト骨格筋からFACSを用いて
単離し、脂肪培養誘導培地上で320種類のFDA認
可薬を添加して脂肪分化誘導を行った。脂肪細胞
を蛍光染色後、イメージアナライザーで脂肪分化
度を定量解析したところ、抗ヒスタミン類がそ
ろって脂肪分化を抑制していた。中でも最も抑制
効果の強かったPromethazine hydrochloride（PH）
に着目した。In vitroにおける実験では、PHは濃度
依存性に脂肪分化を抑制したが、WST-8を用いた
細胞毒性試験により毒性を認めなかった。PH処理
により、脂肪関連マーカーであるPPARγのmRNA
発現やタンパクレベルが抑制され、脂肪分化誘導
に重要なシグナルであるCREBリン酸化反応も分
化誘導早期から抑制されていた。アキレス腱切断
マウスを用いた脱負荷によるin vivo脂肪変性モデ
ルにおいても、切断後2週および4週において脂肪
化が抑制されていた。
　獣医分野において特に肉用牛においては、筋肉
組織に”サシ”を入れるために骨格筋内脂肪分化細
胞の存在がクローズアップされ、ヒトとは逆に脂
肪分化誘導を促進させるためのストラテジー研究
が行われている（参考：第157回日本獣医学会学術
集会　学会見聞記, 2015,  馬の科学, 52 (1) ,  
83―84）。このこととは対極的に競走馬はアス
リートであるため、骨格筋損傷の修復時には、いか
に脂肪組織のような余分な組織を形成させず、頑
強な筋線維に再生させるかが再発防止のための
キーポイントになる。このため損傷筋局所に対す
る脂肪分化抑制処置は、線維化抑制処置同様に重

要で、本研究はこうした意味でも重要であると感
じられた。

（福田健太郎）

○ゼラチンマイクロスフィアとウマ間葉系幹細胞
を用いて作製した細胞凝集体に関する検討

田村周久ら(JRA 競走馬総合研究所)
　私たちはウマ間葉系幹細胞を用いて作製した細
胞凝集体に関する実験で得られた成績の一部を本
学会において発表したので、その概要を紹介する。
間葉系幹細胞(MSC) は平面培養よりも3 次元的に
培養することによって、生理機能が向上すると報
告されていることから、我々はMSC とゼラチンマ
イクロスフィア(GMS) を混合培養した細胞凝集体
を作製してきた。本研究では、ウマ外科的腱損傷モ
デルを用いて、細胞凝集体の局所投与による臨床
応用の可能性を検討した。その方法として、① 局
所投与に適した細胞凝集体の作製：U 字底96 ウェ
ルプレートを用い、MSC とGMS を様々な比率で
混合培養して細胞凝集体を作製し、その直径、培養
可能期間および細胞活性などを評価した。②ウマ
生体腱組織への投与：両前肢腱損傷モデル3 頭を
用いて、片側に前実験で規定した細胞凝集体を移
植し、その対側肢に平面培養法で得られたシング
ルセルのMSC懸濁液をそれぞれ注射針にて局所に
移植した。1 日～7 日経過時点でMSC の分布を組
織学的に評価した。実験の結果、①細胞凝集体の直
径はGMS 数に依存して大きくなったが、細胞活性
はMSC 数とGMS 数の比率によって変化した。②
MSC 懸濁液の投与肢ではMSC の分布が腱内膜周
囲のみに少数認められたが、細胞凝集体の投与肢
ではGMS に接着したMSC が損傷部の腱束内に多
く認められた。以上のことから、細胞凝集体による
投与は治療効果を向上させる可能性が考えられ
た。注射針による移植法を用いた臨床応用に関し
ては、MSC とGMS の比率を適切に選択し、細胞凝
集体の大きさと細胞活性レベルの両者を考慮する
必要があると思われた。
　発表後、多くの質問および意見を頂いた。中で
も、幹細胞数とゼラチンマイクロスフィアの数を
調整することで細胞活性が変化することに高い関
心があったようであり、スフィアの調整方法や培

養条件、直径による違いなどについて質問があっ
た。我々の手技は腱組織内への注射針を用いた局
所投与であることを説明し、その注射針の内径を
通過可能なサイズを選択している旨を説明した。
また、このゼラチンマイクロスフィアはあらかじ
め液体薬剤を浸透させることで、生体内における
徐放剤の役割を果たす利点がある。本研究の展望
として、Fibroblast growth factor-2などの組織修
復に関連する因子を徐放剤として利用したい旨を
説明した。他に、細胞凝集体に含まれている幹細胞
自体の機能向上を評価するために、各種成長因子
の分泌量や分化能力の上昇などを測定したほうが
よいという意見を頂くことができたため、今後の
参考にしたい。

○口腔外科領域におけるFGF-2 と骨補填材を用い
た骨誘導再生の臨床研究

松野智宣ら(日本歯科大学)
　演者らは、組織修復因子であるFibrob las t  
growth factor-2を口腔外科領域において有効活用
する方法を長年にわたって検討しており、その内
容をシンポジウムにて報告した。その要旨を以下
に引用する。
　骨誘導再生療法(Guided Bone Regeneration: 
GBR) におけるscaffold には、骨誘導能と骨伝導能
を具備した骨補填材が望まれる。しかし、臨床に応
用されているHydroxyapatite(HA) やβ-tricalcium 
phosphate (β-TCP) などの合成アパタイトには骨
誘導能がないため、周囲の幹細胞や前駆細胞など
を効率良く誘導することは困難で、迅速かつ十分
な骨再生は望めなかった。そこで、このような合成
アパタイトに骨再生を含めた治癒促進作用を有す
る成長因子であるFibroblast growth factor-2 
(FGF-2) を含浸、あるいはゼラチンハイドロゲルと
混合させて、抜歯窩や嚢胞腔の歯槽骨欠損、さらに
インプラント治療における骨造成などに臨床応用
したのでその概要を報告する。まず、歯槽骨欠損へ
の応用は臨床研究として日本歯科大学生命歯学部
倫理委員会の承認のもと、同意が得られた11名、
12 部位（抜歯窩11 部位、嚢胞腔1 部位）に対し、本
材の有効性と安全性を評価する臨床試験フェーズ
第I/IIa 相として行った。複合体はFGF-2（フィブラ

ストスプレー250）をゼラチンハイドロゲルに含
浸させ、β-TCP 顆粒と混和して作製した。局所症
状や副作用、有害事象の有無と術後6 ヶ月までの
エックス線像を画像解析した。その結果、本材が原
因となる局所的炎症症状や全身的副作用は認めら
れず、創部軟組織の治癒は良好であった。術後3ヶ
月でβ-TCP 顆粒の吸収とそれに伴うX 線不透過
性の低下を認め、6 ヶ月では新生骨の石灰化に伴
いX 線不透過性は亢進する傾向を認めた。また、骨
再生およびリモデリングの指標となるβ-TCP 顆
粒の残存率は術後6 ヶ月で平均22.5 ％であった。
また、インプラント治療における骨造成では
FGF-2 をHA 顆粒に含浸させ、上顎洞底挙上術に応
用した。なお、インプラント体は同時に埋入し、
6 ヶ月後に補綴物を装着した。その結果、有害事象
はなく、X 線あるいはCT で上顎洞内に造成された
新生骨が経時的に不透過性を増し、インプラント
体と結合して、早期からオステオインテグレー
ションが獲得できた。以上より、口腔外科領域にお
ける歯槽骨再生やGBR に対し、合成アパタイト顆
粒にFGF-2 を含浸させることで、確実で十分な新
生骨の誘導再生が促進できることが確認できた。

　口腔外科領域においても、Fibroblast growth 
factor-2(FGF-2)を用いた再生医療は以前から検討
されている。近年、世界初の歯周組織再生剤として
承認されたFGF-2製剤が日本で発売されたこと
も、こうした先生方の基礎研究や臨床治験が実を
結んだものである。演者からは、骨の誘導再生に関
しては、組織再生の足がかりとなる基剤物質(ス
キャフォールド)と投与薬剤を適切に選択するこ
とで、治療効果を増強できる可能性が示された。ま
た、そうした治療効果の増強が生じる機序の一つ
として、FGF-2は形態学的および機能的に成熟し
た組織修復に関連する血管とされる機能的血管
(そうした機能をもたない病的血管と区別される)
の誘導にFGF-2が関与していることが、同シンポ
ジウムの他演者から紹介された。
　FGF-2製剤は創傷治癒に効果があることが示さ
れているものの、腱の修復に関しては定まった知
見がない。単回投与ではFGF-2による組織修復効
果が限定的かもしれないが、本演題のように徐放
剤を用いることで長期的に作用させることで腱組
織の修復を促進できるかもしれない。

（田村周久）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　平成29年3月30、31日にタワーホール船堀（東
京都）で開催された第4回日本獣医病理学専門家
協会（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を
報告する。本学術集会では、スライドセミナー「神
経変性疾患の病理」、第57回獣医病理学研修会、
チュートリアルセミナー「内分泌腫瘍のWHO分
類」および卒後教育セミナー「農薬の毒性評価に関
するメカニズム試験の調査」、「NOGマウスを用い
たPDXモデルの特徴とモデル樹立過程の留意点」
が実施された。また、ポスターセッションでは40
演題が発表された。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

＜スライドセミナー＞
神経変性疾患の病理・マクロとミクロの見方

新井信隆（東京都医学総合研究所）
　本学術集会の最初のプログラムとして、スライ
ドセミナー、「神経変性疾患の病理・マクロとミク
ロの見方」と題して、ヒト医学における神経変性疾
患について、以下のような内容の講演がなされた。

◯蛋白コンフォメーション異常を認める変性疾患
　神経変性疾患の多くは神経細胞内の様々な蛋白
質のコンフォメーション（構造）異常に起因する
と、近年、考えられるようになった。即ち、細胞内に
正常に存在する蛋白質が何らかの原因によりリン
酸化修飾されると不溶化し、細胞内に蓄積し続け
ることで、細胞が障害される。それら障害が別の神
経細胞に伝播する仕組みは、プリオン病で見られ
るものと類似していおり、プリオン仮説として注

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

目されている。本疾患は異常蓄積蛋白質の違いに
より、タウオパチー（アルツハイマー病、ピック病、
進行生核上性麻痺、皮質基底核変性症、グレイン認
知症など）、αシクレイノパチー（パーキンソン病、
レビー小体型認知症、多系統萎縮症）、TDP-43プロ
テイノパチー（前頭側頭葉変性症、筋萎縮性側索硬
化症）などのカテゴリーに分類されている。これら
リン酸化蛋白質は、神経細胞突起やグリア細胞（特
にアストロサイト、オリゴデンドロサイト）に特徴
的に蓄積する。それら蓄積所見の一部は生理的な
加齢現象でも認められるものと、所見そのものが
病理診断の特異的指標となるものがある。前者の
タウオパチーではアルツハイマー神経原線維変
化、ニューロピルスレッド、グリアコイル小体が、
αシヌクレイノパチーではレビー小体、レビー
ニューライトがそれである。一方、後者のタウオパ
チーではピック球、グレイン、アストロサイト斑、
房状アストロサイトが、αシクレイノパチーでは
グリア細胞質内封入体が、またTDP-43プロテイノ
パチーではスケインなどがそれである。これら蓄
積蛋白質はユビキチン化されているので、ユビキ
チン染色はスクリーニングとして有用である。ま
た、ガリアス染色はリン酸化タウ、および一部のリ
ン酸化αシヌクレイン（グリア細胞質内封入体）を
鋭敏に染めることができる。

◯過剰トリプレットリピートによる変性疾患
　ゲノム内の遺伝子に存在する3塩基の繰返し配
列（主にCAG）が過剰伸長することによって起こる
一群の遺伝性神経疾患のことをトリプレットリ
ピート病と呼ぶ。遺伝子産物であるポリグルタミ
ンの凝集体が神経細胞核内に封入体を形成する。
しかしこれらは変性部位から離れていたり、極め
て少量しか認められなかったり、脳の広範な変性
との因果関係において、未だ不明な点が多い。本疾
患としては、ハンチントン病や脊髄小脳失調症の
いくつかのタイプ、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮
症などがある。後二者では小脳変性を伴うが、疾患
によっては皮質型、歯状核型などで病理的に全く
異なる変性パターンを示す場合がある。

◯マクロ所見でミクロが見えることがある
　診断の入り口はマクロ所見であり、上記に紹介

された疾患の中にはマクロ所見で診断がほぼ推定
できるものがあることから、常に注意深い肉眼観
察が重要である。また基底核病変（尾状核、被殻、淡
蒼球、ルイ体）、黒質変性（緻密帯と網状体）、小脳病
変（皮質型、顆粒細胞型、歯状核型）などの病変のバ
リエーションを評価できるようになると、診断の
助けになることが多い。
　馬における中枢神経変性疾患としては、遺伝性
と考えられている小脳アビオトロフィーやビタミ
ンE欠乏による変性性脊髄症（EDM）が挙げられる
が、本セミナーで紹介されたようなヒトの神経変
性疾患と同様の疾患の有無については明らかでは
ない。従って、我々が実施している病理診断におい
て今回の講演内容がすぐに役立つものではないか
もしれないが、馬の中枢神経組織の病理検査での
肉眼所見の重要性や組織所見の取り方、解釈の仕
方などは大いに参考となるものであった。

（片山芳也）

＜ポスターセッション＞
○牛の顆粒膜細胞腫23例の多彩な増殖パターン
と免疫組織化学的解析による発生起源解析

Angeline Ping Ping Tehら (宮崎大学)
　牛の顆粒膜細胞腫（GCT）は多様な組織像を示す
ため、HE標本のみでの診断は時に困難である。本
研究では、正常卵巣組織における各発育段階の卵
胞のタンパク発現を免疫組織化学的に検索した。
これをもとに、GCTにおける形態学的分類とその
免疫組織化学的特徴を比較することで、本腫瘍の
病態発生について解析を行った。
【材料と方法】2000 年から2016 年までの期間に
牛の卵巣腫瘍と診断された25 例を材料とした。
GCTはHE標本より形態学的に大濾胞状、小濾胞
状、島状、索状、び漫性および混合型に分類した。さ
らにサイトケラチン（CK）、ビメンチン、デスミン、
ネクチン4、抗ミューラー管ホルモン（AMH）、イン
ヒビンαなどを用いて免疫染色を実施し、前述の
分類ならびに正常卵巣との比較検討を行った。
【結果】GCT症例群は再診断によりGCT（n=23）、莢
膜細胞腫（n=1）、リンパ腫（n=1）であると判明し
た。GCTについては11 例が大/ 小濾胞状、10 例は
混合型と分類された。GCTの全増殖パターンで

AMHが100％陽性を示した。また大濾胞状ではCK
が100％、インヒビンα も82％と高い陽性率を示
す一方、島状やび漫性などパターンが低分化であ
るに従い、陽性率にも減少傾向がみられた。莢膜細
胞腫でもAMHが陽性となり、対しCKとデスミンは
陰性となった。
【考察】本研究により性索間質性腫瘍の診断におい
て、AMHが有用なマーカーであることが明らかと
なった。また、大/ 小濾胞状GCTは正常グラーフ卵
胞の顆粒膜細胞と、島状/ 索状GCTは閉鎖卵胞とタ
ンパク質の発現が類似しており、卵胞の発育ス
テージと各増殖パターンの腫瘍発生との関連性が
示唆された。さらにCKとインヒビンα の発現は腫
瘍の分化度と比例していたことから、低分化型腫
瘍のCK発現の減少はその内分泌機構に影響する
ことが予想された。
　本発表は、GCTの形態を分類し、同組織中の各種
タンパク質発現状況を正常卵巣と比較することに
より、どの発育ステージから生じた腫瘍であるか
丁寧に考察した報告であった。馬のGCTにおいて
もAMHの有用性は知られており演者も先行研究
として紹介していたが、GCTを形状等により詳細
に分類し、臨床症状や予後と照らし合わせること
により、新たな知見が得られるのではないかと考
えられた。また、莢膜細胞腫と低分化型のGCTの鑑
別について、馬では抗c-ErbB2抗体が有用とされて
いるが、牛においては両腫瘍間に明瞭な差は見ら
れないとのことであった。

(上野孝範)

＜チュートリアルセミナー＞
げっ歯類の内分泌腫瘍

菅野　剛 (株式会社 LSIメディエンス)
　チュートリアルセミナー『げっ歯類の内分泌腫
瘍』では、株式会社LSIメディエンスの菅野剛氏よ
り、以下のような講演がなされた。
　実験動物は産業動物や愛玩動物とは異なり、臨
床症状の有無に関わらず計画的な解剖に供される
ため、自然発生する腫瘍についても様々なステー
ジでの観察が可能である。特に、内分泌腫瘍が多く
自然発生するラットにおいては、各ステージの腫
瘍性病変が、過形成～腺腫～腺癌へと進展する像

を確認することができる。内分泌腫瘍に限ったこ
とではないが、過形成～腺腫、腺腫～腺癌の鑑別は
病理医が苦慮する点である。過形成・腺腫では、細
胞が大小不同の程度や核の悪性度が似通っている
ため、細胞形態からでは鑑別が困難であり、病変の
大きさから鑑別を行うことが多い。腺腫～腺癌に
ついても同様に、細胞形態に加え、周囲組織への浸
潤性が鑑別の指標となる。
　ラットにおいて、加齢性に発生する内分泌腫瘍
は、下垂体、甲状腺、副腎に多く見られる。
○下垂体
　過形成の病変は、正常細胞と混在して認められ
る。げっ歯類のWHO分類においては、正常な下垂
体の半分以上の大きさであるものが腺腫とされ
る。腫瘍細胞が脳実質や頭蓋骨内への浸潤が見ら
れた場合、腺癌と判断する。また、下垂体腫瘍は
種々のホルモンを産生することが知られており、
腫瘍組織の免疫染色により詳細を確認することが
できる。
○甲状腺
　過形成病変は、単～多巣状性、もしくはび慢性に
認められる。腺腫は正常濾胞を圧迫するように認
められ、げっ歯類のWHO分類では正常細胞5個分
より大きいものと記載されている。腺癌は濾胞を
置換するように増殖し、周囲組織への浸潤が認め
られ、血管やリンパ管内に腫瘍細胞が認められる
こともある。
○副腎
　副腎腫瘍はラットでしばしば見られるが、愛玩
動物として昨今人気が高まっているフェレットに
おいて頻繁に認められる。ラットでは臨床症状が
認められないことが多い副腎腫瘍だが、フェレッ
トでは脱毛などのクッシング様症状を随伴する。
腫瘍細胞の形態に関しては、ラットにおいて正常
皮質細胞に類似した形態をとるのに対し、フェ
レットにおいては紡錘形細胞や粘液産生性の細胞
を確認することができる。また、アンドロゲン合成
を示すマーカーである抗Cytochrome b5抗体を用
いた免疫染色を行うと、ラットでは過形成病変の
一部でのみ陽性細胞が認められるのに対し、フェ
レットでは腺腫・腺癌病変で陽性細胞が多見され、
臨床症状との関係が示唆される。以上のように、動

物種間において、腫瘍の性質に相違が認められる。
　内分泌性腫瘍は臨床検体でもしばしば遭遇する
が、その進行段階を判断するには経験を伴う。今回
の講演内容は、多くの実験動物の標本を用いて腫
瘍性病変の進展を視覚的に示したものであり、病
理標本に臨む際のひとつのメルクマールとなる。
また、動物種による腫瘍細胞の性格の違いが免疫
組織化学的にも確認できることは、非常に興味深
い。腫瘍組織を観察する際に、考察に加えるべき点
であろう。

（内田英里）

　第57回獣医病理学研修会では、国内外の研究あ
るいは診断機関から26症例の提出があった。以下
に診断名をまとめるとともに、興味深い症例につ
いて概要を報告する。

No. 1173 
提出機関：ACVP日本人会

動物：ハクトウワシ、年齢不詳（幼鳥）、未避妊雌、体
重2.7 kg
標本：心臓、10% 中性緩衝ホルマリン固定、HE 染
色
臨床事項：本症例は動物展示施設で展示されてい
た。羽毛が濡れ、脚が動かせず、さらに弛緩性麻痺、
頭部の攣縮などの神経症状を呈したため、臨床的
にボツリヌス症などが疑われた。抗生物質による
治療が行われたが斃死したため、ルイジアナ州立
大学ルイジアナ動物疾病診断検査所において剖検
が行われた。
肉眼所見：削痩が認められた。羽毛は濡れて絡まり
合っており、初列風切羽は左右ともに絡まりや脱
羽を呈していた。心筋は多病巣性に淡黄褐色を呈
していた。気嚢には針頭大の白色プラーク、最大径 
7 cm に至る白色から黄褐色の複数の結節が認め
られた。同様の結節は肺、肝臓、腎臓にも認められ
た。大脳、小脳、脊髄、末梢神経を含む他の臓器に肉
眼的に著変は認められなかった。
病理組織学的所見：心臓では、多病性から融合性に
心筋の変性・壊死が認められた。これら心筋線維は
好酸性を増し、断片化ないしは絮状化していた。こ
れらの病巣内あるいは周囲には、リンパ球や形質
細胞を主体とする炎症性細胞が中等度に浸潤して
いた。また、心筋内には原虫シストが散在性に認め
られたが、これらに対しての炎症反応は観察されな
かった。抗ウエストナイルウイルス抗体を用いた免
疫組織化学的検索では、変性あるいは壊死した心筋
がWNV抗原陽性を示した。以上の成績から、病理組
織学的診断は「中等度、多病巣性～融合性、リンパ球
形質細胞性心筋炎および散在性、心筋内における原
虫シスト (Sarcocystis spp.)」、疾病診断は「ウエスト
ナイルウイルス性心筋炎」となった。
　ウエストナイルウイルスは蚊と鳥類の間で維持
され、蚊を介して人や馬に感染し脳炎を引き起こ
す。アメリカでは、200種以上の鳥類で感染が認め
られている。鳥類の本ウイルスに対する感受性は
種類によって異なり、不顕性感染から致死性感染
まで見られる。我が国では、ウエストナイルウイル
ス感染症の発生は報告されていない。しかし、人や
物の国際間移動の増加や本感染症の感染経路を考
慮すると、本ウイルスが我が国に侵入するリスク

は高いと言われている。馬を含め、ウエストナイル
ウイルス感染症例の検索を行う上で、非常に貴重

な症例と考えられた。
（越智章仁）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　平成29年3月30、31日にタワーホール船堀（東
京都）で開催された第4回日本獣医病理学専門家
協会（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を
報告する。本学術集会では、スライドセミナー「神
経変性疾患の病理」、第57回獣医病理学研修会、
チュートリアルセミナー「内分泌腫瘍のWHO分
類」および卒後教育セミナー「農薬の毒性評価に関
するメカニズム試験の調査」、「NOGマウスを用い
たPDXモデルの特徴とモデル樹立過程の留意点」
が実施された。また、ポスターセッションでは40
演題が発表された。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

＜スライドセミナー＞
神経変性疾患の病理・マクロとミクロの見方

新井信隆（東京都医学総合研究所）
　本学術集会の最初のプログラムとして、スライ
ドセミナー、「神経変性疾患の病理・マクロとミク
ロの見方」と題して、ヒト医学における神経変性疾
患について、以下のような内容の講演がなされた。

◯蛋白コンフォメーション異常を認める変性疾患
　神経変性疾患の多くは神経細胞内の様々な蛋白
質のコンフォメーション（構造）異常に起因する
と、近年、考えられるようになった。即ち、細胞内に
正常に存在する蛋白質が何らかの原因によりリン
酸化修飾されると不溶化し、細胞内に蓄積し続け
ることで、細胞が障害される。それら障害が別の神
経細胞に伝播する仕組みは、プリオン病で見られ
るものと類似していおり、プリオン仮説として注

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

目されている。本疾患は異常蓄積蛋白質の違いに
より、タウオパチー（アルツハイマー病、ピック病、
進行生核上性麻痺、皮質基底核変性症、グレイン認
知症など）、αシクレイノパチー（パーキンソン病、
レビー小体型認知症、多系統萎縮症）、TDP-43プロ
テイノパチー（前頭側頭葉変性症、筋萎縮性側索硬
化症）などのカテゴリーに分類されている。これら
リン酸化蛋白質は、神経細胞突起やグリア細胞（特
にアストロサイト、オリゴデンドロサイト）に特徴
的に蓄積する。それら蓄積所見の一部は生理的な
加齢現象でも認められるものと、所見そのものが
病理診断の特異的指標となるものがある。前者の
タウオパチーではアルツハイマー神経原線維変
化、ニューロピルスレッド、グリアコイル小体が、
αシヌクレイノパチーではレビー小体、レビー
ニューライトがそれである。一方、後者のタウオパ
チーではピック球、グレイン、アストロサイト斑、
房状アストロサイトが、αシクレイノパチーでは
グリア細胞質内封入体が、またTDP-43プロテイノ
パチーではスケインなどがそれである。これら蓄
積蛋白質はユビキチン化されているので、ユビキ
チン染色はスクリーニングとして有用である。ま
た、ガリアス染色はリン酸化タウ、および一部のリ
ン酸化αシヌクレイン（グリア細胞質内封入体）を
鋭敏に染めることができる。

◯過剰トリプレットリピートによる変性疾患
　ゲノム内の遺伝子に存在する3塩基の繰返し配
列（主にCAG）が過剰伸長することによって起こる
一群の遺伝性神経疾患のことをトリプレットリ
ピート病と呼ぶ。遺伝子産物であるポリグルタミ
ンの凝集体が神経細胞核内に封入体を形成する。
しかしこれらは変性部位から離れていたり、極め
て少量しか認められなかったり、脳の広範な変性
との因果関係において、未だ不明な点が多い。本疾
患としては、ハンチントン病や脊髄小脳失調症の
いくつかのタイプ、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮
症などがある。後二者では小脳変性を伴うが、疾患
によっては皮質型、歯状核型などで病理的に全く
異なる変性パターンを示す場合がある。

◯マクロ所見でミクロが見えることがある
　診断の入り口はマクロ所見であり、上記に紹介

された疾患の中にはマクロ所見で診断がほぼ推定
できるものがあることから、常に注意深い肉眼観
察が重要である。また基底核病変（尾状核、被殻、淡
蒼球、ルイ体）、黒質変性（緻密帯と網状体）、小脳病
変（皮質型、顆粒細胞型、歯状核型）などの病変のバ
リエーションを評価できるようになると、診断の
助けになることが多い。
　馬における中枢神経変性疾患としては、遺伝性
と考えられている小脳アビオトロフィーやビタミ
ンE欠乏による変性性脊髄症（EDM）が挙げられる
が、本セミナーで紹介されたようなヒトの神経変
性疾患と同様の疾患の有無については明らかでは
ない。従って、我々が実施している病理診断におい
て今回の講演内容がすぐに役立つものではないか
もしれないが、馬の中枢神経組織の病理検査での
肉眼所見の重要性や組織所見の取り方、解釈の仕
方などは大いに参考となるものであった。

（片山芳也）

＜ポスターセッション＞
○牛の顆粒膜細胞腫23例の多彩な増殖パターン
と免疫組織化学的解析による発生起源解析

Angeline Ping Ping Tehら (宮崎大学)
　牛の顆粒膜細胞腫（GCT）は多様な組織像を示す
ため、HE標本のみでの診断は時に困難である。本
研究では、正常卵巣組織における各発育段階の卵
胞のタンパク発現を免疫組織化学的に検索した。
これをもとに、GCTにおける形態学的分類とその
免疫組織化学的特徴を比較することで、本腫瘍の
病態発生について解析を行った。
【材料と方法】2000 年から2016 年までの期間に
牛の卵巣腫瘍と診断された25 例を材料とした。
GCTはHE標本より形態学的に大濾胞状、小濾胞
状、島状、索状、び漫性および混合型に分類した。さ
らにサイトケラチン（CK）、ビメンチン、デスミン、
ネクチン4、抗ミューラー管ホルモン（AMH）、イン
ヒビンαなどを用いて免疫染色を実施し、前述の
分類ならびに正常卵巣との比較検討を行った。
【結果】GCT症例群は再診断によりGCT（n=23）、莢
膜細胞腫（n=1）、リンパ腫（n=1）であると判明し
た。GCTについては11 例が大/ 小濾胞状、10 例は
混合型と分類された。GCTの全増殖パターンで

AMHが100％陽性を示した。また大濾胞状ではCK
が100％、インヒビンα も82％と高い陽性率を示
す一方、島状やび漫性などパターンが低分化であ
るに従い、陽性率にも減少傾向がみられた。莢膜細
胞腫でもAMHが陽性となり、対しCKとデスミンは
陰性となった。
【考察】本研究により性索間質性腫瘍の診断におい
て、AMHが有用なマーカーであることが明らかと
なった。また、大/ 小濾胞状GCTは正常グラーフ卵
胞の顆粒膜細胞と、島状/ 索状GCTは閉鎖卵胞とタ
ンパク質の発現が類似しており、卵胞の発育ス
テージと各増殖パターンの腫瘍発生との関連性が
示唆された。さらにCKとインヒビンα の発現は腫
瘍の分化度と比例していたことから、低分化型腫
瘍のCK発現の減少はその内分泌機構に影響する
ことが予想された。
　本発表は、GCTの形態を分類し、同組織中の各種
タンパク質発現状況を正常卵巣と比較することに
より、どの発育ステージから生じた腫瘍であるか
丁寧に考察した報告であった。馬のGCTにおいて
もAMHの有用性は知られており演者も先行研究
として紹介していたが、GCTを形状等により詳細
に分類し、臨床症状や予後と照らし合わせること
により、新たな知見が得られるのではないかと考
えられた。また、莢膜細胞腫と低分化型のGCTの鑑
別について、馬では抗c-ErbB2抗体が有用とされて
いるが、牛においては両腫瘍間に明瞭な差は見ら
れないとのことであった。

(上野孝範)

＜チュートリアルセミナー＞
げっ歯類の内分泌腫瘍

菅野　剛 (株式会社 LSIメディエンス)
　チュートリアルセミナー『げっ歯類の内分泌腫
瘍』では、株式会社LSIメディエンスの菅野剛氏よ
り、以下のような講演がなされた。
　実験動物は産業動物や愛玩動物とは異なり、臨
床症状の有無に関わらず計画的な解剖に供される
ため、自然発生する腫瘍についても様々なステー
ジでの観察が可能である。特に、内分泌腫瘍が多く
自然発生するラットにおいては、各ステージの腫
瘍性病変が、過形成～腺腫～腺癌へと進展する像

を確認することができる。内分泌腫瘍に限ったこ
とではないが、過形成～腺腫、腺腫～腺癌の鑑別は
病理医が苦慮する点である。過形成・腺腫では、細
胞が大小不同の程度や核の悪性度が似通っている
ため、細胞形態からでは鑑別が困難であり、病変の
大きさから鑑別を行うことが多い。腺腫～腺癌に
ついても同様に、細胞形態に加え、周囲組織への浸
潤性が鑑別の指標となる。
　ラットにおいて、加齢性に発生する内分泌腫瘍
は、下垂体、甲状腺、副腎に多く見られる。
○下垂体
　過形成の病変は、正常細胞と混在して認められ
る。げっ歯類のWHO分類においては、正常な下垂
体の半分以上の大きさであるものが腺腫とされ
る。腫瘍細胞が脳実質や頭蓋骨内への浸潤が見ら
れた場合、腺癌と判断する。また、下垂体腫瘍は
種々のホルモンを産生することが知られており、
腫瘍組織の免疫染色により詳細を確認することが
できる。
○甲状腺
　過形成病変は、単～多巣状性、もしくはび慢性に
認められる。腺腫は正常濾胞を圧迫するように認
められ、げっ歯類のWHO分類では正常細胞5個分
より大きいものと記載されている。腺癌は濾胞を
置換するように増殖し、周囲組織への浸潤が認め
られ、血管やリンパ管内に腫瘍細胞が認められる
こともある。
○副腎
　副腎腫瘍はラットでしばしば見られるが、愛玩
動物として昨今人気が高まっているフェレットに
おいて頻繁に認められる。ラットでは臨床症状が
認められないことが多い副腎腫瘍だが、フェレッ
トでは脱毛などのクッシング様症状を随伴する。
腫瘍細胞の形態に関しては、ラットにおいて正常
皮質細胞に類似した形態をとるのに対し、フェ
レットにおいては紡錘形細胞や粘液産生性の細胞
を確認することができる。また、アンドロゲン合成
を示すマーカーである抗Cytochrome b5抗体を用
いた免疫染色を行うと、ラットでは過形成病変の
一部でのみ陽性細胞が認められるのに対し、フェ
レットでは腺腫・腺癌病変で陽性細胞が多見され、
臨床症状との関係が示唆される。以上のように、動

物種間において、腫瘍の性質に相違が認められる。
　内分泌性腫瘍は臨床検体でもしばしば遭遇する
が、その進行段階を判断するには経験を伴う。今回
の講演内容は、多くの実験動物の標本を用いて腫
瘍性病変の進展を視覚的に示したものであり、病
理標本に臨む際のひとつのメルクマールとなる。
また、動物種による腫瘍細胞の性格の違いが免疫
組織化学的にも確認できることは、非常に興味深
い。腫瘍組織を観察する際に、考察に加えるべき点
であろう。

（内田英里）

　第57回獣医病理学研修会では、国内外の研究あ
るいは診断機関から26症例の提出があった。以下
に診断名をまとめるとともに、興味深い症例につ
いて概要を報告する。

No. 1173 
提出機関：ACVP日本人会

動物：ハクトウワシ、年齢不詳（幼鳥）、未避妊雌、体
重2.7 kg
標本：心臓、10% 中性緩衝ホルマリン固定、HE 染
色
臨床事項：本症例は動物展示施設で展示されてい
た。羽毛が濡れ、脚が動かせず、さらに弛緩性麻痺、
頭部の攣縮などの神経症状を呈したため、臨床的
にボツリヌス症などが疑われた。抗生物質による
治療が行われたが斃死したため、ルイジアナ州立
大学ルイジアナ動物疾病診断検査所において剖検
が行われた。
肉眼所見：削痩が認められた。羽毛は濡れて絡まり
合っており、初列風切羽は左右ともに絡まりや脱
羽を呈していた。心筋は多病巣性に淡黄褐色を呈
していた。気嚢には針頭大の白色プラーク、最大径 
7 cm に至る白色から黄褐色の複数の結節が認め
られた。同様の結節は肺、肝臓、腎臓にも認められ
た。大脳、小脳、脊髄、末梢神経を含む他の臓器に肉
眼的に著変は認められなかった。
病理組織学的所見：心臓では、多病性から融合性に
心筋の変性・壊死が認められた。これら心筋線維は
好酸性を増し、断片化ないしは絮状化していた。こ
れらの病巣内あるいは周囲には、リンパ球や形質
細胞を主体とする炎症性細胞が中等度に浸潤して
いた。また、心筋内には原虫シストが散在性に認め
られたが、これらに対しての炎症反応は観察されな
かった。抗ウエストナイルウイルス抗体を用いた免
疫組織化学的検索では、変性あるいは壊死した心筋
がWNV抗原陽性を示した。以上の成績から、病理組
織学的診断は「中等度、多病巣性～融合性、リンパ球
形質細胞性心筋炎および散在性、心筋内における原
虫シスト (Sarcocystis spp.)」、疾病診断は「ウエスト
ナイルウイルス性心筋炎」となった。
　ウエストナイルウイルスは蚊と鳥類の間で維持
され、蚊を介して人や馬に感染し脳炎を引き起こ
す。アメリカでは、200種以上の鳥類で感染が認め
られている。鳥類の本ウイルスに対する感受性は
種類によって異なり、不顕性感染から致死性感染
まで見られる。我が国では、ウエストナイルウイル
ス感染症の発生は報告されていない。しかし、人や
物の国際間移動の増加や本感染症の感染経路を考
慮すると、本ウイルスが我が国に侵入するリスク

は高いと言われている。馬を含め、ウエストナイル
ウイルス感染症例の検索を行う上で、非常に貴重

な症例と考えられた。
（越智章仁）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　平成29年3月30、31日にタワーホール船堀（東
京都）で開催された第4回日本獣医病理学専門家
協会（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を
報告する。本学術集会では、スライドセミナー「神
経変性疾患の病理」、第57回獣医病理学研修会、
チュートリアルセミナー「内分泌腫瘍のWHO分
類」および卒後教育セミナー「農薬の毒性評価に関
するメカニズム試験の調査」、「NOGマウスを用い
たPDXモデルの特徴とモデル樹立過程の留意点」
が実施された。また、ポスターセッションでは40
演題が発表された。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

＜スライドセミナー＞
神経変性疾患の病理・マクロとミクロの見方

新井信隆（東京都医学総合研究所）
　本学術集会の最初のプログラムとして、スライ
ドセミナー、「神経変性疾患の病理・マクロとミク
ロの見方」と題して、ヒト医学における神経変性疾
患について、以下のような内容の講演がなされた。

◯蛋白コンフォメーション異常を認める変性疾患
　神経変性疾患の多くは神経細胞内の様々な蛋白
質のコンフォメーション（構造）異常に起因する
と、近年、考えられるようになった。即ち、細胞内に
正常に存在する蛋白質が何らかの原因によりリン
酸化修飾されると不溶化し、細胞内に蓄積し続け
ることで、細胞が障害される。それら障害が別の神
経細胞に伝播する仕組みは、プリオン病で見られ
るものと類似していおり、プリオン仮説として注

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

目されている。本疾患は異常蓄積蛋白質の違いに
より、タウオパチー（アルツハイマー病、ピック病、
進行生核上性麻痺、皮質基底核変性症、グレイン認
知症など）、αシクレイノパチー（パーキンソン病、
レビー小体型認知症、多系統萎縮症）、TDP-43プロ
テイノパチー（前頭側頭葉変性症、筋萎縮性側索硬
化症）などのカテゴリーに分類されている。これら
リン酸化蛋白質は、神経細胞突起やグリア細胞（特
にアストロサイト、オリゴデンドロサイト）に特徴
的に蓄積する。それら蓄積所見の一部は生理的な
加齢現象でも認められるものと、所見そのものが
病理診断の特異的指標となるものがある。前者の
タウオパチーではアルツハイマー神経原線維変
化、ニューロピルスレッド、グリアコイル小体が、
αシヌクレイノパチーではレビー小体、レビー
ニューライトがそれである。一方、後者のタウオパ
チーではピック球、グレイン、アストロサイト斑、
房状アストロサイトが、αシクレイノパチーでは
グリア細胞質内封入体が、またTDP-43プロテイノ
パチーではスケインなどがそれである。これら蓄
積蛋白質はユビキチン化されているので、ユビキ
チン染色はスクリーニングとして有用である。ま
た、ガリアス染色はリン酸化タウ、および一部のリ
ン酸化αシヌクレイン（グリア細胞質内封入体）を
鋭敏に染めることができる。

◯過剰トリプレットリピートによる変性疾患
　ゲノム内の遺伝子に存在する3塩基の繰返し配
列（主にCAG）が過剰伸長することによって起こる
一群の遺伝性神経疾患のことをトリプレットリ
ピート病と呼ぶ。遺伝子産物であるポリグルタミ
ンの凝集体が神経細胞核内に封入体を形成する。
しかしこれらは変性部位から離れていたり、極め
て少量しか認められなかったり、脳の広範な変性
との因果関係において、未だ不明な点が多い。本疾
患としては、ハンチントン病や脊髄小脳失調症の
いくつかのタイプ、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮
症などがある。後二者では小脳変性を伴うが、疾患
によっては皮質型、歯状核型などで病理的に全く
異なる変性パターンを示す場合がある。

◯マクロ所見でミクロが見えることがある
　診断の入り口はマクロ所見であり、上記に紹介

された疾患の中にはマクロ所見で診断がほぼ推定
できるものがあることから、常に注意深い肉眼観
察が重要である。また基底核病変（尾状核、被殻、淡
蒼球、ルイ体）、黒質変性（緻密帯と網状体）、小脳病
変（皮質型、顆粒細胞型、歯状核型）などの病変のバ
リエーションを評価できるようになると、診断の
助けになることが多い。
　馬における中枢神経変性疾患としては、遺伝性
と考えられている小脳アビオトロフィーやビタミ
ンE欠乏による変性性脊髄症（EDM）が挙げられる
が、本セミナーで紹介されたようなヒトの神経変
性疾患と同様の疾患の有無については明らかでは
ない。従って、我々が実施している病理診断におい
て今回の講演内容がすぐに役立つものではないか
もしれないが、馬の中枢神経組織の病理検査での
肉眼所見の重要性や組織所見の取り方、解釈の仕
方などは大いに参考となるものであった。

（片山芳也）

＜ポスターセッション＞
○牛の顆粒膜細胞腫23例の多彩な増殖パターン
と免疫組織化学的解析による発生起源解析

Angeline Ping Ping Tehら (宮崎大学)
　牛の顆粒膜細胞腫（GCT）は多様な組織像を示す
ため、HE標本のみでの診断は時に困難である。本
研究では、正常卵巣組織における各発育段階の卵
胞のタンパク発現を免疫組織化学的に検索した。
これをもとに、GCTにおける形態学的分類とその
免疫組織化学的特徴を比較することで、本腫瘍の
病態発生について解析を行った。
【材料と方法】2000 年から2016 年までの期間に
牛の卵巣腫瘍と診断された25 例を材料とした。
GCTはHE標本より形態学的に大濾胞状、小濾胞
状、島状、索状、び漫性および混合型に分類した。さ
らにサイトケラチン（CK）、ビメンチン、デスミン、
ネクチン4、抗ミューラー管ホルモン（AMH）、イン
ヒビンαなどを用いて免疫染色を実施し、前述の
分類ならびに正常卵巣との比較検討を行った。
【結果】GCT症例群は再診断によりGCT（n=23）、莢
膜細胞腫（n=1）、リンパ腫（n=1）であると判明し
た。GCTについては11 例が大/ 小濾胞状、10 例は
混合型と分類された。GCTの全増殖パターンで

AMHが100％陽性を示した。また大濾胞状ではCK
が100％、インヒビンα も82％と高い陽性率を示
す一方、島状やび漫性などパターンが低分化であ
るに従い、陽性率にも減少傾向がみられた。莢膜細
胞腫でもAMHが陽性となり、対しCKとデスミンは
陰性となった。
【考察】本研究により性索間質性腫瘍の診断におい
て、AMHが有用なマーカーであることが明らかと
なった。また、大/ 小濾胞状GCTは正常グラーフ卵
胞の顆粒膜細胞と、島状/ 索状GCTは閉鎖卵胞とタ
ンパク質の発現が類似しており、卵胞の発育ス
テージと各増殖パターンの腫瘍発生との関連性が
示唆された。さらにCKとインヒビンα の発現は腫
瘍の分化度と比例していたことから、低分化型腫
瘍のCK発現の減少はその内分泌機構に影響する
ことが予想された。
　本発表は、GCTの形態を分類し、同組織中の各種
タンパク質発現状況を正常卵巣と比較することに
より、どの発育ステージから生じた腫瘍であるか
丁寧に考察した報告であった。馬のGCTにおいて
もAMHの有用性は知られており演者も先行研究
として紹介していたが、GCTを形状等により詳細
に分類し、臨床症状や予後と照らし合わせること
により、新たな知見が得られるのではないかと考
えられた。また、莢膜細胞腫と低分化型のGCTの鑑
別について、馬では抗c-ErbB2抗体が有用とされて
いるが、牛においては両腫瘍間に明瞭な差は見ら
れないとのことであった。

(上野孝範)

＜チュートリアルセミナー＞
げっ歯類の内分泌腫瘍

菅野　剛 (株式会社 LSIメディエンス)
　チュートリアルセミナー『げっ歯類の内分泌腫
瘍』では、株式会社LSIメディエンスの菅野剛氏よ
り、以下のような講演がなされた。
　実験動物は産業動物や愛玩動物とは異なり、臨
床症状の有無に関わらず計画的な解剖に供される
ため、自然発生する腫瘍についても様々なステー
ジでの観察が可能である。特に、内分泌腫瘍が多く
自然発生するラットにおいては、各ステージの腫
瘍性病変が、過形成～腺腫～腺癌へと進展する像

を確認することができる。内分泌腫瘍に限ったこ
とではないが、過形成～腺腫、腺腫～腺癌の鑑別は
病理医が苦慮する点である。過形成・腺腫では、細
胞が大小不同の程度や核の悪性度が似通っている
ため、細胞形態からでは鑑別が困難であり、病変の
大きさから鑑別を行うことが多い。腺腫～腺癌に
ついても同様に、細胞形態に加え、周囲組織への浸
潤性が鑑別の指標となる。
　ラットにおいて、加齢性に発生する内分泌腫瘍
は、下垂体、甲状腺、副腎に多く見られる。
○下垂体
　過形成の病変は、正常細胞と混在して認められ
る。げっ歯類のWHO分類においては、正常な下垂
体の半分以上の大きさであるものが腺腫とされ
る。腫瘍細胞が脳実質や頭蓋骨内への浸潤が見ら
れた場合、腺癌と判断する。また、下垂体腫瘍は
種々のホルモンを産生することが知られており、
腫瘍組織の免疫染色により詳細を確認することが
できる。
○甲状腺
　過形成病変は、単～多巣状性、もしくはび慢性に
認められる。腺腫は正常濾胞を圧迫するように認
められ、げっ歯類のWHO分類では正常細胞5個分
より大きいものと記載されている。腺癌は濾胞を
置換するように増殖し、周囲組織への浸潤が認め
られ、血管やリンパ管内に腫瘍細胞が認められる
こともある。
○副腎
　副腎腫瘍はラットでしばしば見られるが、愛玩
動物として昨今人気が高まっているフェレットに
おいて頻繁に認められる。ラットでは臨床症状が
認められないことが多い副腎腫瘍だが、フェレッ
トでは脱毛などのクッシング様症状を随伴する。
腫瘍細胞の形態に関しては、ラットにおいて正常
皮質細胞に類似した形態をとるのに対し、フェ
レットにおいては紡錘形細胞や粘液産生性の細胞
を確認することができる。また、アンドロゲン合成
を示すマーカーである抗Cytochrome b5抗体を用
いた免疫染色を行うと、ラットでは過形成病変の
一部でのみ陽性細胞が認められるのに対し、フェ
レットでは腺腫・腺癌病変で陽性細胞が多見され、
臨床症状との関係が示唆される。以上のように、動

物種間において、腫瘍の性質に相違が認められる。
　内分泌性腫瘍は臨床検体でもしばしば遭遇する
が、その進行段階を判断するには経験を伴う。今回
の講演内容は、多くの実験動物の標本を用いて腫
瘍性病変の進展を視覚的に示したものであり、病
理標本に臨む際のひとつのメルクマールとなる。
また、動物種による腫瘍細胞の性格の違いが免疫
組織化学的にも確認できることは、非常に興味深
い。腫瘍組織を観察する際に、考察に加えるべき点
であろう。

（内田英里）

　第57回獣医病理学研修会では、国内外の研究あ
るいは診断機関から26症例の提出があった。以下
に診断名をまとめるとともに、興味深い症例につ
いて概要を報告する。

No. 1173 
提出機関：ACVP日本人会

動物：ハクトウワシ、年齢不詳（幼鳥）、未避妊雌、体
重2.7 kg
標本：心臓、10% 中性緩衝ホルマリン固定、HE 染
色
臨床事項：本症例は動物展示施設で展示されてい
た。羽毛が濡れ、脚が動かせず、さらに弛緩性麻痺、
頭部の攣縮などの神経症状を呈したため、臨床的
にボツリヌス症などが疑われた。抗生物質による
治療が行われたが斃死したため、ルイジアナ州立
大学ルイジアナ動物疾病診断検査所において剖検
が行われた。
肉眼所見：削痩が認められた。羽毛は濡れて絡まり
合っており、初列風切羽は左右ともに絡まりや脱
羽を呈していた。心筋は多病巣性に淡黄褐色を呈
していた。気嚢には針頭大の白色プラーク、最大径 
7 cm に至る白色から黄褐色の複数の結節が認め
られた。同様の結節は肺、肝臓、腎臓にも認められ
た。大脳、小脳、脊髄、末梢神経を含む他の臓器に肉
眼的に著変は認められなかった。
病理組織学的所見：心臓では、多病性から融合性に
心筋の変性・壊死が認められた。これら心筋線維は
好酸性を増し、断片化ないしは絮状化していた。こ
れらの病巣内あるいは周囲には、リンパ球や形質
細胞を主体とする炎症性細胞が中等度に浸潤して
いた。また、心筋内には原虫シストが散在性に認め
られたが、これらに対しての炎症反応は観察されな
かった。抗ウエストナイルウイルス抗体を用いた免
疫組織化学的検索では、変性あるいは壊死した心筋
がWNV抗原陽性を示した。以上の成績から、病理組
織学的診断は「中等度、多病巣性～融合性、リンパ球
形質細胞性心筋炎および散在性、心筋内における原
虫シスト (Sarcocystis spp.)」、疾病診断は「ウエスト
ナイルウイルス性心筋炎」となった。
　ウエストナイルウイルスは蚊と鳥類の間で維持
され、蚊を介して人や馬に感染し脳炎を引き起こ
す。アメリカでは、200種以上の鳥類で感染が認め
られている。鳥類の本ウイルスに対する感受性は
種類によって異なり、不顕性感染から致死性感染
まで見られる。我が国では、ウエストナイルウイル
ス感染症の発生は報告されていない。しかし、人や
物の国際間移動の増加や本感染症の感染経路を考
慮すると、本ウイルスが我が国に侵入するリスク

は高いと言われている。馬を含め、ウエストナイル
ウイルス感染症例の検索を行う上で、非常に貴重

な症例と考えられた。
（越智章仁）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）

第57回獣医病理学研修会　病理組織学的診断名一覧
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　平成29年3月30、31日にタワーホール船堀（東
京都）で開催された第4回日本獣医病理学専門家
協会（JCVP）学術集会に参加したので、その概要を
報告する。本学術集会では、スライドセミナー「神
経変性疾患の病理」、第57回獣医病理学研修会、
チュートリアルセミナー「内分泌腫瘍のWHO分
類」および卒後教育セミナー「農薬の毒性評価に関
するメカニズム試験の調査」、「NOGマウスを用い
たPDXモデルの特徴とモデル樹立過程の留意点」
が実施された。また、ポスターセッションでは40
演題が発表された。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

＜スライドセミナー＞
神経変性疾患の病理・マクロとミクロの見方

新井信隆（東京都医学総合研究所）
　本学術集会の最初のプログラムとして、スライ
ドセミナー、「神経変性疾患の病理・マクロとミク
ロの見方」と題して、ヒト医学における神経変性疾
患について、以下のような内容の講演がなされた。

◯蛋白コンフォメーション異常を認める変性疾患
　神経変性疾患の多くは神経細胞内の様々な蛋白
質のコンフォメーション（構造）異常に起因する
と、近年、考えられるようになった。即ち、細胞内に
正常に存在する蛋白質が何らかの原因によりリン
酸化修飾されると不溶化し、細胞内に蓄積し続け
ることで、細胞が障害される。それら障害が別の神
経細胞に伝播する仕組みは、プリオン病で見られ
るものと類似していおり、プリオン仮説として注

第91回日本感染症学会・第65回日本化学療法学会

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

目されている。本疾患は異常蓄積蛋白質の違いに
より、タウオパチー（アルツハイマー病、ピック病、
進行生核上性麻痺、皮質基底核変性症、グレイン認
知症など）、αシクレイノパチー（パーキンソン病、
レビー小体型認知症、多系統萎縮症）、TDP-43プロ
テイノパチー（前頭側頭葉変性症、筋萎縮性側索硬
化症）などのカテゴリーに分類されている。これら
リン酸化蛋白質は、神経細胞突起やグリア細胞（特
にアストロサイト、オリゴデンドロサイト）に特徴
的に蓄積する。それら蓄積所見の一部は生理的な
加齢現象でも認められるものと、所見そのものが
病理診断の特異的指標となるものがある。前者の
タウオパチーではアルツハイマー神経原線維変
化、ニューロピルスレッド、グリアコイル小体が、
αシヌクレイノパチーではレビー小体、レビー
ニューライトがそれである。一方、後者のタウオパ
チーではピック球、グレイン、アストロサイト斑、
房状アストロサイトが、αシクレイノパチーでは
グリア細胞質内封入体が、またTDP-43プロテイノ
パチーではスケインなどがそれである。これら蓄
積蛋白質はユビキチン化されているので、ユビキ
チン染色はスクリーニングとして有用である。ま
た、ガリアス染色はリン酸化タウ、および一部のリ
ン酸化αシヌクレイン（グリア細胞質内封入体）を
鋭敏に染めることができる。

◯過剰トリプレットリピートによる変性疾患
　ゲノム内の遺伝子に存在する3塩基の繰返し配
列（主にCAG）が過剰伸長することによって起こる
一群の遺伝性神経疾患のことをトリプレットリ
ピート病と呼ぶ。遺伝子産物であるポリグルタミ
ンの凝集体が神経細胞核内に封入体を形成する。
しかしこれらは変性部位から離れていたり、極め
て少量しか認められなかったり、脳の広範な変性
との因果関係において、未だ不明な点が多い。本疾
患としては、ハンチントン病や脊髄小脳失調症の
いくつかのタイプ、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮
症などがある。後二者では小脳変性を伴うが、疾患
によっては皮質型、歯状核型などで病理的に全く
異なる変性パターンを示す場合がある。

◯マクロ所見でミクロが見えることがある
　診断の入り口はマクロ所見であり、上記に紹介

された疾患の中にはマクロ所見で診断がほぼ推定
できるものがあることから、常に注意深い肉眼観
察が重要である。また基底核病変（尾状核、被殻、淡
蒼球、ルイ体）、黒質変性（緻密帯と網状体）、小脳病
変（皮質型、顆粒細胞型、歯状核型）などの病変のバ
リエーションを評価できるようになると、診断の
助けになることが多い。
　馬における中枢神経変性疾患としては、遺伝性
と考えられている小脳アビオトロフィーやビタミ
ンE欠乏による変性性脊髄症（EDM）が挙げられる
が、本セミナーで紹介されたようなヒトの神経変
性疾患と同様の疾患の有無については明らかでは
ない。従って、我々が実施している病理診断におい
て今回の講演内容がすぐに役立つものではないか
もしれないが、馬の中枢神経組織の病理検査での
肉眼所見の重要性や組織所見の取り方、解釈の仕
方などは大いに参考となるものであった。

（片山芳也）

＜ポスターセッション＞
○牛の顆粒膜細胞腫23例の多彩な増殖パターン
と免疫組織化学的解析による発生起源解析

Angeline Ping Ping Tehら (宮崎大学)
　牛の顆粒膜細胞腫（GCT）は多様な組織像を示す
ため、HE標本のみでの診断は時に困難である。本
研究では、正常卵巣組織における各発育段階の卵
胞のタンパク発現を免疫組織化学的に検索した。
これをもとに、GCTにおける形態学的分類とその
免疫組織化学的特徴を比較することで、本腫瘍の
病態発生について解析を行った。
【材料と方法】2000 年から2016 年までの期間に
牛の卵巣腫瘍と診断された25 例を材料とした。
GCTはHE標本より形態学的に大濾胞状、小濾胞
状、島状、索状、び漫性および混合型に分類した。さ
らにサイトケラチン（CK）、ビメンチン、デスミン、
ネクチン4、抗ミューラー管ホルモン（AMH）、イン
ヒビンαなどを用いて免疫染色を実施し、前述の
分類ならびに正常卵巣との比較検討を行った。
【結果】GCT症例群は再診断によりGCT（n=23）、莢
膜細胞腫（n=1）、リンパ腫（n=1）であると判明し
た。GCTについては11 例が大/ 小濾胞状、10 例は
混合型と分類された。GCTの全増殖パターンで

AMHが100％陽性を示した。また大濾胞状ではCK
が100％、インヒビンα も82％と高い陽性率を示
す一方、島状やび漫性などパターンが低分化であ
るに従い、陽性率にも減少傾向がみられた。莢膜細
胞腫でもAMHが陽性となり、対しCKとデスミンは
陰性となった。
【考察】本研究により性索間質性腫瘍の診断におい
て、AMHが有用なマーカーであることが明らかと
なった。また、大/ 小濾胞状GCTは正常グラーフ卵
胞の顆粒膜細胞と、島状/ 索状GCTは閉鎖卵胞とタ
ンパク質の発現が類似しており、卵胞の発育ス
テージと各増殖パターンの腫瘍発生との関連性が
示唆された。さらにCKとインヒビンα の発現は腫
瘍の分化度と比例していたことから、低分化型腫
瘍のCK発現の減少はその内分泌機構に影響する
ことが予想された。
　本発表は、GCTの形態を分類し、同組織中の各種
タンパク質発現状況を正常卵巣と比較することに
より、どの発育ステージから生じた腫瘍であるか
丁寧に考察した報告であった。馬のGCTにおいて
もAMHの有用性は知られており演者も先行研究
として紹介していたが、GCTを形状等により詳細
に分類し、臨床症状や予後と照らし合わせること
により、新たな知見が得られるのではないかと考
えられた。また、莢膜細胞腫と低分化型のGCTの鑑
別について、馬では抗c-ErbB2抗体が有用とされて
いるが、牛においては両腫瘍間に明瞭な差は見ら
れないとのことであった。

(上野孝範)

＜チュートリアルセミナー＞
げっ歯類の内分泌腫瘍

菅野　剛 (株式会社 LSIメディエンス)
　チュートリアルセミナー『げっ歯類の内分泌腫
瘍』では、株式会社LSIメディエンスの菅野剛氏よ
り、以下のような講演がなされた。
　実験動物は産業動物や愛玩動物とは異なり、臨
床症状の有無に関わらず計画的な解剖に供される
ため、自然発生する腫瘍についても様々なステー
ジでの観察が可能である。特に、内分泌腫瘍が多く
自然発生するラットにおいては、各ステージの腫
瘍性病変が、過形成～腺腫～腺癌へと進展する像

を確認することができる。内分泌腫瘍に限ったこ
とではないが、過形成～腺腫、腺腫～腺癌の鑑別は
病理医が苦慮する点である。過形成・腺腫では、細
胞が大小不同の程度や核の悪性度が似通っている
ため、細胞形態からでは鑑別が困難であり、病変の
大きさから鑑別を行うことが多い。腺腫～腺癌に
ついても同様に、細胞形態に加え、周囲組織への浸
潤性が鑑別の指標となる。
　ラットにおいて、加齢性に発生する内分泌腫瘍
は、下垂体、甲状腺、副腎に多く見られる。
○下垂体
　過形成の病変は、正常細胞と混在して認められ
る。げっ歯類のWHO分類においては、正常な下垂
体の半分以上の大きさであるものが腺腫とされ
る。腫瘍細胞が脳実質や頭蓋骨内への浸潤が見ら
れた場合、腺癌と判断する。また、下垂体腫瘍は
種々のホルモンを産生することが知られており、
腫瘍組織の免疫染色により詳細を確認することが
できる。
○甲状腺
　過形成病変は、単～多巣状性、もしくはび慢性に
認められる。腺腫は正常濾胞を圧迫するように認
められ、げっ歯類のWHO分類では正常細胞5個分
より大きいものと記載されている。腺癌は濾胞を
置換するように増殖し、周囲組織への浸潤が認め
られ、血管やリンパ管内に腫瘍細胞が認められる
こともある。
○副腎
　副腎腫瘍はラットでしばしば見られるが、愛玩
動物として昨今人気が高まっているフェレットに
おいて頻繁に認められる。ラットでは臨床症状が
認められないことが多い副腎腫瘍だが、フェレッ
トでは脱毛などのクッシング様症状を随伴する。
腫瘍細胞の形態に関しては、ラットにおいて正常
皮質細胞に類似した形態をとるのに対し、フェ
レットにおいては紡錘形細胞や粘液産生性の細胞
を確認することができる。また、アンドロゲン合成
を示すマーカーである抗Cytochrome b5抗体を用
いた免疫染色を行うと、ラットでは過形成病変の
一部でのみ陽性細胞が認められるのに対し、フェ
レットでは腺腫・腺癌病変で陽性細胞が多見され、
臨床症状との関係が示唆される。以上のように、動

物種間において、腫瘍の性質に相違が認められる。
　内分泌性腫瘍は臨床検体でもしばしば遭遇する
が、その進行段階を判断するには経験を伴う。今回
の講演内容は、多くの実験動物の標本を用いて腫
瘍性病変の進展を視覚的に示したものであり、病
理標本に臨む際のひとつのメルクマールとなる。
また、動物種による腫瘍細胞の性格の違いが免疫
組織化学的にも確認できることは、非常に興味深
い。腫瘍組織を観察する際に、考察に加えるべき点
であろう。

（内田英里）

　第57回獣医病理学研修会では、国内外の研究あ
るいは診断機関から26症例の提出があった。以下
に診断名をまとめるとともに、興味深い症例につ
いて概要を報告する。

No. 1173 
提出機関：ACVP日本人会

動物：ハクトウワシ、年齢不詳（幼鳥）、未避妊雌、体
重2.7 kg
標本：心臓、10% 中性緩衝ホルマリン固定、HE 染
色
臨床事項：本症例は動物展示施設で展示されてい
た。羽毛が濡れ、脚が動かせず、さらに弛緩性麻痺、
頭部の攣縮などの神経症状を呈したため、臨床的
にボツリヌス症などが疑われた。抗生物質による
治療が行われたが斃死したため、ルイジアナ州立
大学ルイジアナ動物疾病診断検査所において剖検
が行われた。
肉眼所見：削痩が認められた。羽毛は濡れて絡まり
合っており、初列風切羽は左右ともに絡まりや脱
羽を呈していた。心筋は多病巣性に淡黄褐色を呈
していた。気嚢には針頭大の白色プラーク、最大径 
7 cm に至る白色から黄褐色の複数の結節が認め
られた。同様の結節は肺、肝臓、腎臓にも認められ
た。大脳、小脳、脊髄、末梢神経を含む他の臓器に肉
眼的に著変は認められなかった。
病理組織学的所見：心臓では、多病性から融合性に
心筋の変性・壊死が認められた。これら心筋線維は
好酸性を増し、断片化ないしは絮状化していた。こ
れらの病巣内あるいは周囲には、リンパ球や形質
細胞を主体とする炎症性細胞が中等度に浸潤して
いた。また、心筋内には原虫シストが散在性に認め
られたが、これらに対しての炎症反応は観察されな
かった。抗ウエストナイルウイルス抗体を用いた免
疫組織化学的検索では、変性あるいは壊死した心筋
がWNV抗原陽性を示した。以上の成績から、病理組
織学的診断は「中等度、多病巣性～融合性、リンパ球
形質細胞性心筋炎および散在性、心筋内における原
虫シスト (Sarcocystis spp.)」、疾病診断は「ウエスト
ナイルウイルス性心筋炎」となった。
　ウエストナイルウイルスは蚊と鳥類の間で維持
され、蚊を介して人や馬に感染し脳炎を引き起こ
す。アメリカでは、200種以上の鳥類で感染が認め
られている。鳥類の本ウイルスに対する感受性は
種類によって異なり、不顕性感染から致死性感染
まで見られる。我が国では、ウエストナイルウイル
ス感染症の発生は報告されていない。しかし、人や
物の国際間移動の増加や本感染症の感染経路を考
慮すると、本ウイルスが我が国に侵入するリスク

は高いと言われている。馬を含め、ウエストナイル
ウイルス感染症例の検索を行う上で、非常に貴重

な症例と考えられた。
（越智章仁）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

　第210回つくば病理談話会では、以下の３演題
の発表と活発な討議が行われた。それらのうち、特
に興味深かったものについて概要を報告する。
391) キジの脾臓における Pasteurella multocida 
(莢膜抗原A型) を伴う多発性巣状壊死及びアミロ
イド沈着 [キジの鳥パスツレラ症] 

 (群馬県家畜衛生研究所)
392) 羊の甲状腺における散在性の鰓後体小胞性
小胞及び上皮小体嚢胞の形成[鰓後体小胞性小胞
の拡張による食道狭窄を疑う]

 (栃木県県央家畜保健衛生所)
393) 子牛の陰窩ヘルニアを特徴とする壊死性回
腸炎 [子牛の牛ウイルス性下痢・粘膜病 (粘膜病発
症疑い)] 

 (長野県松本家畜保健衛生所)

391) キジの脾臓
　症例は、キジ、100日齢の雌であり、成鳥20羽、
80日齢100羽ならびに100日齢250羽を飼育する
キジ生産農場で飼育されていた。2016年9月10日
から100日齢の群において1日あたり2~5羽が死
亡した。同月30日に、生体１羽と斃死体3羽の病性
鑑定を行った。
　細菌学的検査では、主要臓器から Pasteurella 
multocida が分離された。PCR法を用いた莢膜抗原
型別は A 型であった。なお、気管および総排泄腔
スワブはインフルエンザ簡易診断キットで陰性で
あった。剖検時、脾臓は直径約 2 cm 大に腫大し、
割面では針先大白色斑が多数見られた。
　病理組織学的検索では、脾臓において弱好酸性

の無構造物のびまん性沈着、グラム陽性小桿菌を
ともなう壊死および白脾髄におけるリンパ球の減
少が認められた。沈着物はコンゴーレッド染色で
赤橙色、偏光顕微鏡下で緑色を呈し、過マンガン酸
カリ酸化法に感受性を示した。肝臓、腎臓、心臓、筋
胃ならびにファブリキウス嚢ではグラム陰性小桿
菌を伴う壊死、眼瞼結膜下組織におけるグラム陰
性小桿菌を伴う偽好酸球の浸潤が認められた。抗 
P. multocida (莢膜抗原 A 型) 家兎血清を用いた免
疫組織化学的検索では、各臓器で認められた小桿
菌やマクロファージに貪食された菌体が陽性を呈
した。以上の成績から、診断名は「キジの脾臓にお
ける P. multocida による多発性巣状壊死ならびに
アミロイド沈着」、疾病診断名として「キジの鳥パ
スツレラ症およびアミロイド沈着症」とされた。
　アミロイドは好酸性均一の無構造物の総称であ
り、数種類の前駆タンパク質から誘導される。馬で
は、AL および AA アミロイド症が報告されてい
る。AL アミロイド症は免疫グロブリン L 鎖を前
駆タンパク質とし、全身性あるいは一部の臓器に
沈着が見られる。皮膚、鼻粘膜や結膜に沈着するこ
とが多く、鼻粘膜を含む呼吸器系にアミロイド沈
着が生じた場合には、プア・パフォーマンスを引き
起こす可能性があることが知られている。一方、
AA アミロイド症は血清アミロイドA (SAA) を前
駆タンパク質とし、肝臓、脾臓、腎臓、副腎や腸管に
沈着する症例が多い。本提出例は馬のアミロイド
症の病理診断において大いに参考になる内容で
あった。

393) 牛の回腸
　症例は牛（黒毛和種）、3ヶ月齢の雄で、肉用牛84
頭ならびに肉用繁殖牛2頭を飼育する農場で飼育
されていた。2016年5月18日、当該牛が下痢を呈
した。同月25日、下痢関連ウイルスの検査を実施
したところ、牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV) 1
型の遺伝子が検出された。BVDV 持続感染を疑い
経過観察を行っていたが、同月31日に容体が悪化
したため病性鑑定を実施した。なお、母牛および当
該牛に BVDV ワクチンの接種歴はなく、母牛を含
む同居牛は BVDV 特異的 PCR に陰性であった。
　ウイルス学的検査では、当該牛の回腸、腸間膜リ
ンパ節および脾臓から BVDV CP 株および NCP 
株が分離された。また、18日ならびに31日に採取
した血清中のNOSE 株および KZ-91CP株に対する
抗体価はいずれも２倍未満であった。市販の
BVDV 抗原 ELISA を用いた検査では、陽性となっ
た。細菌学検査では、肺からStreptococcus uberisお
よびStaphylococcus spp.が分離された。
　剖検時、削痩、体幹部表皮における痂皮形成なら
びに口部周囲皮膚における潰瘍が認められた。肺
の一部は胸膜と癒着し、左後葉および右前葉は肝
変化していた。第四胃粘膜の一部は赤色を呈して
いた。回腸粘膜は赤色調で、パイエル板は陥凹して
いた。直腸内容物には血液が混じり、粘膜には潰瘍
が認められた。

　病理組織学的検索では、回腸パイエル板におい
てリンパ球が減数し、粘膜固有層、粘膜下組織なら
びにパイエル板では線維化が認められた。腸陰窩
は粘液、好中球や細胞残渣を入れ拡張し（陰窩膿
瘍）、また粘膜下織に嚢胞状に突出する陰窩ヘルニ
アもしばしば観察された。腸絨毛はびまん性に壊
死し、偽膜の形成が認められた。また、空腸および
直腸でも同様の粘膜病変が認められた。
　以上の成績から、組織診断は「BVDV 感染による
パイエル板に首座する陰窩ヘルニアを特徴とする
壊死性回腸炎」、疾病診断は「子牛の牛ウイルス性
下痢・粘膜病（粘膜病発症疑い）」とされた。
　参加者より、本症例はBVDV による典型的な粘
膜病変であるとの発言があった。BVDV はペスチ
ウイルス科ペスチウイルス属に属し、牛ウイルス
性下痢粘膜症を引き起こす。BVDV 感染牛は無症
状から致死的な症状まで様々な症状を呈し、その
症状は急性感染、異常産、持続感染ならびに粘膜病
に分けられる。粘膜病は持続感染牛にみられる致
死的な症状であり、発生率は極めて低い。口腔粘膜
の潰瘍、下痢、脱水などを呈し、数日で死亡する。馬
では、ペスチウイルス感染症は知られていないが、
口腔粘膜の潰瘍やびらんなどを主徴とする疾患と
して水疱性口炎がある。鑑別診断の観点から、粘膜
病変の評価法など参考になる発表であった。

（片山芳也・越智章仁）
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第69回日本衛生動物学会

　平成29年4月14～16日に長崎大学医学部（長崎
県長崎市）で開催された第69回日本衛生動物学会
大会に参加した。本学会は、蚊やダニなどの医学的
に重要な衛生動物にフォーカスを当てた国内唯一
の学術大会である。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

大会シンポジウム　－熱帯医学における衛生動物
学の貢献－
○マラリア原虫と媒介蚊の相互作用における腸管
内細菌のゆらぎ

嘉糠洋陸（東京慈恵会医科大学）
　セラチア菌は昆虫に広く感染している細菌であ
り、蚊では中腸に感染している非共生細菌である。
本演題は、セラチア菌-蚊-マラリア原虫の相互関
係がマラリア原虫の蚊体内における分化・増殖に
与える影響を検討したものである。
　はじめに、演者らはハマダラカ (Anopheles  
stephensi) の腸管からセラチア菌（野生株HB3）を
分離した。野生株HB3 はセラチア菌に特徴的な鞭

毛を有し,蚊の中腸には長期間生着できないと
いった特徴を有していた。また、HB 3 株は菌体の
大きさにばらつきが見られるなど、各種表現型が
不安定であった。次に、HB3 株を蚊の中腸内に繰
り返し導入することによって、蚊の中腸に長期間
生着するHB18株を得た。HB3 株と比較して、
HB18 株は細胞分裂周期が短い、菌体が均一で小
さい、セラチア菌の特徴である鞭毛を持たないな
どの特徴を有していた。すなわち、HB18 株は表現
型の『ゆらぎ』が小さいことが明らかになった。ま
た、HB3 株が蚊の中腸においてマラリア原虫の分
化・増殖を抑制するのに対して、HB 18株は全く影
響を与えないことも明らかとなった。次に、演者は
セラチア菌の持つ表現型とマラリア原虫の分化・
増殖との関連性に着目し、鞭毛の有無や菌体の大
きさのばらつきを制御する遺伝子を検索した。そ
の結果、鞭毛マスター調節遺伝子 flhDC について、
HB18 株ではその mRNA の発現がほぼ消失して
いること、またそれはプロモーターの重要制御領
域 (-10 box) の変異に起因することが明らかと

なった。最後に、マラリア流行地域である西アフリ
カ、ブルキナファソの野生ハマダラカの中腸から
分離されたセラチア菌群について解析を行ったと
ころ、細胞の形態および鞭毛の形成能力とマラリ
ア原虫の分化・増殖の抑制能力には強い相関が認
められた。
　近年、細菌によって昆虫の形質が変化すること
が多くの研究グループによって報告されている。
演者は昆虫に広く感染しているセラチア菌 
(Seratia maecescens) に着目し、この細菌が蚊の体
内におけるマラリア原虫の増殖や分化に与える影
響を明らかにした。これまで、遺伝子改変技術に
よって、病原体の増殖や媒介能力が抑制された遺
伝子改変蚊の作製が世界各国で試みられてきた。
しかし、遺伝子改変昆虫を自然環境に放出するこ
とには、多くの課題があることから、本演題で示さ
れたマラリア原虫に対するセラチア菌の抑制効果
はフィールドへの応用が期待される。馬において
も、昆虫媒介性感染症は極めて重要な疾病である
ことから、大変有意義な演題であった。

○本邦イノシシにおける日本脳炎ウイルス・ゲタ
ウイルス感染の血清疫学調査

鍬田龍星ら（山口大学）
　我が国には、フラビウイルス科の日本脳炎ウイ
ルス (JEV) やトガウイルス科のゲタウイルス 
(GETV) などが常在している。これらのウイルスは
主に豚を増幅動物とし、コガタアカイエカによっ
て媒介される。演者らは、我が国の野生イノシシに
おける JEV ならびに GETV の浸潤状況ならびに
その違いを把握するために、これらウイルスに対
する血清学的調査を実施した。
　2012年から2015年にかけて、山口県下関市で
捕獲されたイノシシ255頭の血清を用いて、JEVに
対する ELISA を実施した。また、2010年から2016
年にかけて山口県下関市で捕獲されたイノシシ
421頭、2014年から2016年に岐阜県（捕獲数39
頭）、富山県（78頭）、栃木県（139頭）ならびに千葉
県（30頭）で捕獲されたイノシシ286頭の血清を用
いて、GETV に対するELISAを実施した。ELISA抗原
には JEV あるいは GETV 感染 Vero 細胞のライ
セートを使用した。JEVに対しての抗体陽性率は

2012年 57.7%、2013年 56.7%、2014年 54.5%、
2015年 45.9%であり、年次で大きな変動は認めら
れなかった。一方、GETV に対する抗体陽性率は、
山口県で 26.8%、岐阜県で 20.5%、富山県で 2.6%、
栃木県で 0%、千葉県で 63.3% であり、陽性率は地
域によって大きく異なった。また、山口県の年次別
の陽性率は、2010年 7.1%、2011年 0%、2012年 
26.8%、2013年 42.4%、2015年 12.5%、2016年 
6.5% であり、年次での趨勢が認められた。
　GETVは哺乳動物に広く感染することが知られ
ている。しかし、馬以外の動物における抗GETV抗
体保有率に関する知見は多くない。本演題は、増幅
動物である豚に近縁なイノシシにおける血清学的
調査であり、近年の美浦トレーニング・センターで
の GETV 感染症のアウトブレイクを考察するうえ
で興味深い。

○コガタアカイエカ Culex tritaeniorhynchus の
アカバネウイルス媒介能の検討

梁瀬　徹ら（農研機構動物衛生研究部門）
　アカバネウイルスは、牛や綿羊などの反芻動物
に異常産（流産、早産、死産、先天異常など）を引き
起こし、主に Culicoides 属のヌカカによって媒介
される。しかし、アカバネウイルスが最初に分離さ
れたのがキンイロヤブカやコガタアカイエカであ
り、そのほかの蚊種からも本ウイルスが分離され
ている。特に、日本国内では、コガタアカイエカは
家畜舎に飛来する主要な吸血昆虫の一つであるこ
とから、演者らはコガタアカイエカのアカバネウ
イルス媒介能を検討した。
　マイクロキャピラリーを用いてコガタアカイエ
カの胸部にウイルスを接種した場合、接種14日目
まで全ての蚊 (10/10匹) からウイルス遺伝子が
検出された。一方、アカバネウイルスを含む馬脱線
維素血を人工的に経口接種させた場合、接種後14
日目に一部の蚊 (2/10匹) からウイルス遺伝子が
検出された。また、ウイルスを経口接種させた蚊に
おいては、腹部、胸部、脚からもウイルス遺伝子が
検出された。以上の成績から、吸血によって中腸に
とりこまれたアカバネウイルスは体腔内に拡散
し、各部位で増殖することが示唆された。さらに、
マイクロキャピラリーを用いて胸部にウイルスを

接種した蚊では、接種14日後に蚊の唾液中にウイ
ルス遺伝子が検出された。これらの結果から、コガ
タアカイエカはアカバネウイルスに感受性であ
り、効率的ではないがアカバネウイルスを媒介す
る可能性が示唆された。
　蚊からアルボウイルスが分離された場合、蚊が
ウイルス血症となっている血液を体内に保持して

いる可能性が排除できない。アカバネウイルスに
おいても、キンイロヤブカやコガタアカイエカか
ら分離されているものの、これらの蚊がフィール
ドにおいて重要な媒介昆虫であるか明らかになっ
ていない。蚊のアルボウイルスの媒介能を検索す
る手法として、本演題は大変興味深い。

（越智章仁）

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）
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　平成29年4月14～16日に長崎大学医学部（長崎
県長崎市）で開催された第69回日本衛生動物学会
大会に参加した。本学会は、蚊やダニなどの医学的
に重要な衛生動物にフォーカスを当てた国内唯一
の学術大会である。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

大会シンポジウム　－熱帯医学における衛生動物
学の貢献－
○マラリア原虫と媒介蚊の相互作用における腸管
内細菌のゆらぎ

嘉糠洋陸（東京慈恵会医科大学）
　セラチア菌は昆虫に広く感染している細菌であ
り、蚊では中腸に感染している非共生細菌である。
本演題は、セラチア菌-蚊-マラリア原虫の相互関
係がマラリア原虫の蚊体内における分化・増殖に
与える影響を検討したものである。
　はじめに、演者らはハマダラカ (Anopheles  
stephensi) の腸管からセラチア菌（野生株HB3）を
分離した。野生株HB3 はセラチア菌に特徴的な鞭

毛を有し,蚊の中腸には長期間生着できないと
いった特徴を有していた。また、HB 3 株は菌体の
大きさにばらつきが見られるなど、各種表現型が
不安定であった。次に、HB3 株を蚊の中腸内に繰
り返し導入することによって、蚊の中腸に長期間
生着するHB18株を得た。HB3 株と比較して、
HB18 株は細胞分裂周期が短い、菌体が均一で小
さい、セラチア菌の特徴である鞭毛を持たないな
どの特徴を有していた。すなわち、HB18 株は表現
型の『ゆらぎ』が小さいことが明らかになった。ま
た、HB3 株が蚊の中腸においてマラリア原虫の分
化・増殖を抑制するのに対して、HB 18株は全く影
響を与えないことも明らかとなった。次に、演者は
セラチア菌の持つ表現型とマラリア原虫の分化・
増殖との関連性に着目し、鞭毛の有無や菌体の大
きさのばらつきを制御する遺伝子を検索した。そ
の結果、鞭毛マスター調節遺伝子 flhDC について、
HB18 株ではその mRNA の発現がほぼ消失して
いること、またそれはプロモーターの重要制御領
域 (-10 box) の変異に起因することが明らかと

なった。最後に、マラリア流行地域である西アフリ
カ、ブルキナファソの野生ハマダラカの中腸から
分離されたセラチア菌群について解析を行ったと
ころ、細胞の形態および鞭毛の形成能力とマラリ
ア原虫の分化・増殖の抑制能力には強い相関が認
められた。
　近年、細菌によって昆虫の形質が変化すること
が多くの研究グループによって報告されている。
演者は昆虫に広く感染しているセラチア菌 
(Seratia maecescens) に着目し、この細菌が蚊の体
内におけるマラリア原虫の増殖や分化に与える影
響を明らかにした。これまで、遺伝子改変技術に
よって、病原体の増殖や媒介能力が抑制された遺
伝子改変蚊の作製が世界各国で試みられてきた。
しかし、遺伝子改変昆虫を自然環境に放出するこ
とには、多くの課題があることから、本演題で示さ
れたマラリア原虫に対するセラチア菌の抑制効果
はフィールドへの応用が期待される。馬において
も、昆虫媒介性感染症は極めて重要な疾病である
ことから、大変有意義な演題であった。

○本邦イノシシにおける日本脳炎ウイルス・ゲタ
ウイルス感染の血清疫学調査

鍬田龍星ら（山口大学）
　我が国には、フラビウイルス科の日本脳炎ウイ
ルス (JEV) やトガウイルス科のゲタウイルス 
(GETV) などが常在している。これらのウイルスは
主に豚を増幅動物とし、コガタアカイエカによっ
て媒介される。演者らは、我が国の野生イノシシに
おける JEV ならびに GETV の浸潤状況ならびに
その違いを把握するために、これらウイルスに対
する血清学的調査を実施した。
　2012年から2015年にかけて、山口県下関市で
捕獲されたイノシシ255頭の血清を用いて、JEVに
対する ELISA を実施した。また、2010年から2016
年にかけて山口県下関市で捕獲されたイノシシ
421頭、2014年から2016年に岐阜県（捕獲数39
頭）、富山県（78頭）、栃木県（139頭）ならびに千葉
県（30頭）で捕獲されたイノシシ286頭の血清を用
いて、GETV に対するELISAを実施した。ELISA抗原
には JEV あるいは GETV 感染 Vero 細胞のライ
セートを使用した。JEVに対しての抗体陽性率は

2012年 57.7%、2013年 56.7%、2014年 54.5%、
2015年 45.9%であり、年次で大きな変動は認めら
れなかった。一方、GETV に対する抗体陽性率は、
山口県で 26.8%、岐阜県で 20.5%、富山県で 2.6%、
栃木県で 0%、千葉県で 63.3% であり、陽性率は地
域によって大きく異なった。また、山口県の年次別
の陽性率は、2010年 7.1%、2011年 0%、2012年 
26.8%、2013年 42.4%、2015年 12.5%、2016年 
6.5% であり、年次での趨勢が認められた。
　GETVは哺乳動物に広く感染することが知られ
ている。しかし、馬以外の動物における抗GETV抗
体保有率に関する知見は多くない。本演題は、増幅
動物である豚に近縁なイノシシにおける血清学的
調査であり、近年の美浦トレーニング・センターで
の GETV 感染症のアウトブレイクを考察するうえ
で興味深い。

○コガタアカイエカ Culex tritaeniorhynchus の
アカバネウイルス媒介能の検討

梁瀬　徹ら（農研機構動物衛生研究部門）
　アカバネウイルスは、牛や綿羊などの反芻動物
に異常産（流産、早産、死産、先天異常など）を引き
起こし、主に Culicoides 属のヌカカによって媒介
される。しかし、アカバネウイルスが最初に分離さ
れたのがキンイロヤブカやコガタアカイエカであ
り、そのほかの蚊種からも本ウイルスが分離され
ている。特に、日本国内では、コガタアカイエカは
家畜舎に飛来する主要な吸血昆虫の一つであるこ
とから、演者らはコガタアカイエカのアカバネウ
イルス媒介能を検討した。
　マイクロキャピラリーを用いてコガタアカイエ
カの胸部にウイルスを接種した場合、接種14日目
まで全ての蚊 (10/10匹) からウイルス遺伝子が
検出された。一方、アカバネウイルスを含む馬脱線
維素血を人工的に経口接種させた場合、接種後14
日目に一部の蚊 (2/10匹) からウイルス遺伝子が
検出された。また、ウイルスを経口接種させた蚊に
おいては、腹部、胸部、脚からもウイルス遺伝子が
検出された。以上の成績から、吸血によって中腸に
とりこまれたアカバネウイルスは体腔内に拡散
し、各部位で増殖することが示唆された。さらに、
マイクロキャピラリーを用いて胸部にウイルスを

接種した蚊では、接種14日後に蚊の唾液中にウイ
ルス遺伝子が検出された。これらの結果から、コガ
タアカイエカはアカバネウイルスに感受性であ
り、効率的ではないがアカバネウイルスを媒介す
る可能性が示唆された。
　蚊からアルボウイルスが分離された場合、蚊が
ウイルス血症となっている血液を体内に保持して

いる可能性が排除できない。アカバネウイルスに
おいても、キンイロヤブカやコガタアカイエカか
ら分離されているものの、これらの蚊がフィール
ドにおいて重要な媒介昆虫であるか明らかになっ
ていない。蚊のアルボウイルスの媒介能を検索す
る手法として、本演題は大変興味深い。

（越智章仁）

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）
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　平成29年4月14～16日に長崎大学医学部（長崎
県長崎市）で開催された第69回日本衛生動物学会
大会に参加した。本学会は、蚊やダニなどの医学的
に重要な衛生動物にフォーカスを当てた国内唯一
の学術大会である。以下に、興味深い演題に関して
概要を報告する。

大会シンポジウム　－熱帯医学における衛生動物
学の貢献－
○マラリア原虫と媒介蚊の相互作用における腸管
内細菌のゆらぎ

嘉糠洋陸（東京慈恵会医科大学）
　セラチア菌は昆虫に広く感染している細菌であ
り、蚊では中腸に感染している非共生細菌である。
本演題は、セラチア菌-蚊-マラリア原虫の相互関
係がマラリア原虫の蚊体内における分化・増殖に
与える影響を検討したものである。
　はじめに、演者らはハマダラカ (Anopheles  
stephensi) の腸管からセラチア菌（野生株HB3）を
分離した。野生株HB3 はセラチア菌に特徴的な鞭

毛を有し,蚊の中腸には長期間生着できないと
いった特徴を有していた。また、HB 3 株は菌体の
大きさにばらつきが見られるなど、各種表現型が
不安定であった。次に、HB3 株を蚊の中腸内に繰
り返し導入することによって、蚊の中腸に長期間
生着するHB18株を得た。HB3 株と比較して、
HB18 株は細胞分裂周期が短い、菌体が均一で小
さい、セラチア菌の特徴である鞭毛を持たないな
どの特徴を有していた。すなわち、HB18 株は表現
型の『ゆらぎ』が小さいことが明らかになった。ま
た、HB3 株が蚊の中腸においてマラリア原虫の分
化・増殖を抑制するのに対して、HB 18株は全く影
響を与えないことも明らかとなった。次に、演者は
セラチア菌の持つ表現型とマラリア原虫の分化・
増殖との関連性に着目し、鞭毛の有無や菌体の大
きさのばらつきを制御する遺伝子を検索した。そ
の結果、鞭毛マスター調節遺伝子 flhDC について、
HB18 株ではその mRNA の発現がほぼ消失して
いること、またそれはプロモーターの重要制御領
域 (-10 box) の変異に起因することが明らかと

第52回日本脳炎生態学研究会

　本研究会は、ウイルス学的研究のみではなく、ベ
クターである蚊の生態や臨床などに関する研究を
含んだ、広い観点から日本脳炎ウイルスおよび近
縁の各種フラビウイルスやその他のアルボウイル
ス（節足動物媒介性ウイルス）に関する総合的な討
論をする研究会である。一般演題25題と特別講演
1題が発表され、約80名の参加者が活発な討論を
行なった。興味を持った2演題の概要を以下に記
す。

○遺伝子置換後の日本脳炎ウイルスについて
松井清彦ら（新渡戸文化短期大学）

　日本脳炎ウイルスは、ウイルス粒子表面のEタン
パク質の遺伝子配列から、I～V型の5つの遺伝子型
に分類される。東南アジアでは、多くの型のウイル
スが分布しているが、その他の地域では特定の型
のウイルス株のみが分離されている。日本には
1930年代から1990年代までは遺伝子III型のウイ
ルス株のみが存在していたが、原因はいまだに不
明であるが1990年代半ばから分離されるウイル
スが遺伝子I型に急速に置き換わった。本発表で
は、データベースに全ゲノム配列が登録されてい
る1994年以降のI型分離株のアミノ酸配列の比較
と、2002年以降の分離株の細胞での増殖性やイン
ターフェロン感受性を検討した。
　その結果、1994年以降のI型分離株ではほとん
ど塩基配列の違いは認められなかった。また昆虫
細胞（C6/36細胞）での増殖性やインターフェロン
感受性も差は認められなかった。以上の結果から、
我が国で分離されるウイルス株は年度ごとに塩基

配列においてわずかな相違はあるが、ウイルス学
的性状には差はほとんどないと考えられた。流行
しているウイルスの人や動物に対する病原性およ
び現行の日本脳炎ワクチンの効果を検討するうえ
で、ウイルス遺伝子の変異やウイルス性状の相違
を継続的に監視することは重要であり、今後も調
査の継続が強く望まれる。

○最近分離された遺伝子型V型に対する現行日本
脳炎ワクチンの免疫原性

本荘せいらら（独協医科大学）
　近年、東南アジアでは遺伝子型V型ウイルスの
分離例が相次いで報告されている。日本ではV型
ウイルスの分離は報告されていないが、最近では
中国や韓国でも分離報告がなされている。V型はI
型やIII型と抗原性がやや異なっていることが報告
されている。本発表では、遺伝子組換えにより発現
させたV型抗原と現行の人用ワクチン（III型）をマ
ウスに腹腔内接種し経時的に血清を採取し、中山
株（III型ウイルス）および近年の流行株を含む7株
のV型ウイルスの表面タンパク質をそれぞれ有す
るウイルス様粒子を用いて、両型のウイルスに対
する中和抗体を測定した。
　その結果、現行ワクチン接種群の中和抗体価は、
接種量により異なるがIII型よりV型ウイルスに対
して同じか低いものであった。またV型抗原単独
接種群の中和抗体価はIII型ウイルスに対する抗体
価がV型ウイルスに対するよりやや高い傾向に
あった。これらの成績から現行ワクチンのV型ウ
イルスに対する効果はIII型ウイルスに対するより

低い可能性が示唆された。使用した抗原の様態が
III型とV型で異なるために今回の発表のみの成績
でV型に対する現行ワクチンの効果を評価するこ

とは難しいが、今後の研究の進展が望まれる。
（近藤高志）

なった。最後に、マラリア流行地域である西アフリ
カ、ブルキナファソの野生ハマダラカの中腸から
分離されたセラチア菌群について解析を行ったと
ころ、細胞の形態および鞭毛の形成能力とマラリ
ア原虫の分化・増殖の抑制能力には強い相関が認
められた。
　近年、細菌によって昆虫の形質が変化すること
が多くの研究グループによって報告されている。
演者は昆虫に広く感染しているセラチア菌 
(Seratia maecescens) に着目し、この細菌が蚊の体
内におけるマラリア原虫の増殖や分化に与える影
響を明らかにした。これまで、遺伝子改変技術に
よって、病原体の増殖や媒介能力が抑制された遺
伝子改変蚊の作製が世界各国で試みられてきた。
しかし、遺伝子改変昆虫を自然環境に放出するこ
とには、多くの課題があることから、本演題で示さ
れたマラリア原虫に対するセラチア菌の抑制効果
はフィールドへの応用が期待される。馬において
も、昆虫媒介性感染症は極めて重要な疾病である
ことから、大変有意義な演題であった。

○本邦イノシシにおける日本脳炎ウイルス・ゲタ
ウイルス感染の血清疫学調査

鍬田龍星ら（山口大学）
　我が国には、フラビウイルス科の日本脳炎ウイ
ルス (JEV) やトガウイルス科のゲタウイルス 
(GETV) などが常在している。これらのウイルスは
主に豚を増幅動物とし、コガタアカイエカによっ
て媒介される。演者らは、我が国の野生イノシシに
おける JEV ならびに GETV の浸潤状況ならびに
その違いを把握するために、これらウイルスに対
する血清学的調査を実施した。
　2012年から2015年にかけて、山口県下関市で
捕獲されたイノシシ255頭の血清を用いて、JEVに
対する ELISA を実施した。また、2010年から2016
年にかけて山口県下関市で捕獲されたイノシシ
421頭、2014年から2016年に岐阜県（捕獲数39
頭）、富山県（78頭）、栃木県（139頭）ならびに千葉
県（30頭）で捕獲されたイノシシ286頭の血清を用
いて、GETV に対するELISAを実施した。ELISA抗原
には JEV あるいは GETV 感染 Vero 細胞のライ
セートを使用した。JEVに対しての抗体陽性率は

2012年 57.7%、2013年 56.7%、2014年 54.5%、
2015年 45.9%であり、年次で大きな変動は認めら
れなかった。一方、GETV に対する抗体陽性率は、
山口県で 26.8%、岐阜県で 20.5%、富山県で 2.6%、
栃木県で 0%、千葉県で 63.3% であり、陽性率は地
域によって大きく異なった。また、山口県の年次別
の陽性率は、2010年 7.1%、2011年 0%、2012年 
26.8%、2013年 42.4%、2015年 12.5%、2016年 
6.5% であり、年次での趨勢が認められた。
　GETVは哺乳動物に広く感染することが知られ
ている。しかし、馬以外の動物における抗GETV抗
体保有率に関する知見は多くない。本演題は、増幅
動物である豚に近縁なイノシシにおける血清学的
調査であり、近年の美浦トレーニング・センターで
の GETV 感染症のアウトブレイクを考察するうえ
で興味深い。

○コガタアカイエカ Culex tritaeniorhynchus の
アカバネウイルス媒介能の検討

梁瀬　徹ら（農研機構動物衛生研究部門）
　アカバネウイルスは、牛や綿羊などの反芻動物
に異常産（流産、早産、死産、先天異常など）を引き
起こし、主に Culicoides 属のヌカカによって媒介
される。しかし、アカバネウイルスが最初に分離さ
れたのがキンイロヤブカやコガタアカイエカであ
り、そのほかの蚊種からも本ウイルスが分離され
ている。特に、日本国内では、コガタアカイエカは
家畜舎に飛来する主要な吸血昆虫の一つであるこ
とから、演者らはコガタアカイエカのアカバネウ
イルス媒介能を検討した。
　マイクロキャピラリーを用いてコガタアカイエ
カの胸部にウイルスを接種した場合、接種14日目
まで全ての蚊 (10/10匹) からウイルス遺伝子が
検出された。一方、アカバネウイルスを含む馬脱線
維素血を人工的に経口接種させた場合、接種後14
日目に一部の蚊 (2/10匹) からウイルス遺伝子が
検出された。また、ウイルスを経口接種させた蚊に
おいては、腹部、胸部、脚からもウイルス遺伝子が
検出された。以上の成績から、吸血によって中腸に
とりこまれたアカバネウイルスは体腔内に拡散
し、各部位で増殖することが示唆された。さらに、
マイクロキャピラリーを用いて胸部にウイルスを

接種した蚊では、接種14日後に蚊の唾液中にウイ
ルス遺伝子が検出された。これらの結果から、コガ
タアカイエカはアカバネウイルスに感受性であ
り、効率的ではないがアカバネウイルスを媒介す
る可能性が示唆された。
　蚊からアルボウイルスが分離された場合、蚊が
ウイルス血症となっている血液を体内に保持して

いる可能性が排除できない。アカバネウイルスに
おいても、キンイロヤブカやコガタアカイエカか
ら分離されているものの、これらの蚊がフィール
ドにおいて重要な媒介昆虫であるか明らかになっ
ていない。蚊のアルボウイルスの媒介能を検索す
る手法として、本演題は大変興味深い。

（越智章仁）

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）
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NGS現場の会・第5回研究会

　NGS現場の会は、次世代シークエンサー（Next 
generation sequencer: NGS）を使用して実際に研
究を行っている若手研究者が、研究分野の垣根を
超えて技術情報の共有や研究交流を行うために開
催されている研究会である。NGSの普及とともに
開催規模も大きくなり、今回の研究会では約800
名の参加者と260演題もの発表が行われた。次世
代シークエンサー（第2世代）と呼ばれる機器が最
初に実用化されてから10年以上が経過し、第3、第
4世代とされる機器も販売が開始されている。以
下にNGSの現状と我々の研究に有用と思われた2
題の発表について概要を紹介する。

○次世代シークエンサーの血流感染症における病
原微生物診断への可能性

堀場千尋ら（名古屋大学大学院）
　血流感染症（BSI）とは病原微生物が血清中より
証明される感染症である。BSIは、ヒトでは死亡率
が20～50％と高く、迅速で的確な診断が要求され
る感染症である。BSIの診断は血液培養検査がスタ
ンダードとされているが、ヒトの小児科領域では
血液培養検査において採血量の制限など様々な問
題が存在している。演者らは、小児のBSIにおける
これらの問題を解決する手段として、NGSの病原
微生物診断への応用の可能性について検討し、以
下のように報告した。
　BSIが疑われ血液培養が実施された小児35例
（培養陽性12例、培養陰性23例）について、保存さ
れていた血漿または血清からNGSによって血流中
に存在する病原体ならびに薬剤耐性遺伝子につい
て検出を試みた。その結果、血液培養検査陽性12
例において検出された菌種は、全例でNGSにおい
て検出された。NGSによって検出されたリード数
ならびに全体に占める割合（優勢菌種であるかど

うか）をもとに判定を行った結果、その中の7例が
血液培養検査の結果と一致した。また、カテーテル
先端から菌が分離され、カテーテル関連BSIと診断
された2症例では、NGSによってBSI発症7日前に同
菌が血流中から検出された。さらに、血液培養検査
陰性23例中で3例から病原微生物（細菌2例、ウイ
ルス1例）が検出された。NGSにおいて陽性と判定
された14例（血液培養検査陽性12例，血液培養検
査陰性2例）について薬剤耐性遺伝子の検索を
行った結果、62遺伝子が検出された。
　馬ではActinobacillus equuliによる子馬病、X大腸
炎など重篤な腸炎を起因とする敗血症、感染性心
内膜炎などでBSIが疑われる症例に遭遇する。成馬
の下痢症では血液培養検査陽性例での予後は陰性
例と比べて悪いとの報告もあるが、馬医療では血
液培養検査は、必ずしも日常的には実施されてい
ない現状にある。また、獣医師がBSIを疑い血液培
養が実施されるような症例においても、すでに抗
菌薬の投与が行われており、培養によって起因菌
が検出されないことも多い。演者らの報告した
NGSを用いた診断法は、抗菌薬の影響下で培地上
での発育能が低下した菌を検出するだけでなく、
薬剤耐性遺伝子の検出により起因菌の薬剤感受性
も推測できる有用な方法と思われる。馬での応用
の可能性を探るためにも、さらなる研究の進展に
期待したい。

○食品微生物を対象とした次世代シークエンサー
による菌叢解析のための条件検討

西真名美ら（日清製粉）
　近年、NGSの普及が進み、食品分野においても発
酵食品や腸内細菌に関する研究などに活用されて
いる。菌叢解析において正しい結果を得るために
は、検体中の菌叢の比率を維持したまま、NGSに供

するための試料（ライブラリ）を調整する必要があ
る。演者らは、食品微生物を対象としたNGSによる
菌叢解析における最適条件を決定するため、モデ
ル試料を用いて実施した各種検討について報告し
ている。
　代表的な食中毒の原因菌や食品の汚染菌など食
品に関連の深い10種類の菌を等量混合したもの
をモデル試料として作製し、DNA抽出法（ボイル
法、アルカリボイル法、簡易抽出試薬、スピンカラ
ムキット、フェノール・クロロホルム処理）、菌種の
同定に使用する16S rRNAの各可変領域（V2～V9
までの計6領域）、次世代シークエンサーの機種（2
機種）について、それぞれの条件を変更し、比較を
行った。DNA抽出法については、その違いが解析結
果によって大きな影響を与えており、ボイル法で
は解析自体が実施できなかった。一方、フェノー

ル・クロロホルム処理は、最も正確な菌叢を反映し
ている方法であった。また、16S rRNAの各可変領
域の中ではV2, V3, V4の3領域が、他の領域よりも
正確な菌叢に近い結果が得られた。解析機器によ
る違いは認められなかった。
　現在、当研究室では馬の腸内細菌叢の解析を確
立するための研究を実施している。馬の糞便中に
は、細菌だけでなく、未消化の粗飼料や剥離した腸
上皮細胞、環境由来の成分などの様々な成分が混
在するため、細菌叢をより正確に解析結果に反映
させるためにはDNA抽出法の検討は不可欠であ
る。演者らは食品を対象にしているが、検討に使用
した菌種は馬の腸内に存在するものが含まれてお
り、馬の糞便からの腸内細菌のDNA抽出法を検討
する上で参考となるデータと考えられた。

（丹羽秀和）

　本研究会は、ウイルス学的研究のみではなく、ベ
クターである蚊の生態や臨床などに関する研究を
含んだ、広い観点から日本脳炎ウイルスおよび近
縁の各種フラビウイルスやその他のアルボウイル
ス（節足動物媒介性ウイルス）に関する総合的な討
論をする研究会である。一般演題25題と特別講演
1題が発表され、約80名の参加者が活発な討論を
行なった。興味を持った2演題の概要を以下に記
す。

○遺伝子置換後の日本脳炎ウイルスについて
松井清彦ら（新渡戸文化短期大学）

　日本脳炎ウイルスは、ウイルス粒子表面のEタン
パク質の遺伝子配列から、I～V型の5つの遺伝子型
に分類される。東南アジアでは、多くの型のウイル
スが分布しているが、その他の地域では特定の型
のウイルス株のみが分離されている。日本には
1930年代から1990年代までは遺伝子III型のウイ
ルス株のみが存在していたが、原因はいまだに不
明であるが1990年代半ばから分離されるウイル
スが遺伝子I型に急速に置き換わった。本発表で
は、データベースに全ゲノム配列が登録されてい
る1994年以降のI型分離株のアミノ酸配列の比較
と、2002年以降の分離株の細胞での増殖性やイン
ターフェロン感受性を検討した。
　その結果、1994年以降のI型分離株ではほとん
ど塩基配列の違いは認められなかった。また昆虫
細胞（C6/36細胞）での増殖性やインターフェロン
感受性も差は認められなかった。以上の結果から、
我が国で分離されるウイルス株は年度ごとに塩基

配列においてわずかな相違はあるが、ウイルス学
的性状には差はほとんどないと考えられた。流行
しているウイルスの人や動物に対する病原性およ
び現行の日本脳炎ワクチンの効果を検討するうえ
で、ウイルス遺伝子の変異やウイルス性状の相違
を継続的に監視することは重要であり、今後も調
査の継続が強く望まれる。

○最近分離された遺伝子型V型に対する現行日本
脳炎ワクチンの免疫原性

本荘せいらら（独協医科大学）
　近年、東南アジアでは遺伝子型V型ウイルスの
分離例が相次いで報告されている。日本ではV型
ウイルスの分離は報告されていないが、最近では
中国や韓国でも分離報告がなされている。V型はI
型やIII型と抗原性がやや異なっていることが報告
されている。本発表では、遺伝子組換えにより発現
させたV型抗原と現行の人用ワクチン（III型）をマ
ウスに腹腔内接種し経時的に血清を採取し、中山
株（III型ウイルス）および近年の流行株を含む7株
のV型ウイルスの表面タンパク質をそれぞれ有す
るウイルス様粒子を用いて、両型のウイルスに対
する中和抗体を測定した。
　その結果、現行ワクチン接種群の中和抗体価は、
接種量により異なるがIII型よりV型ウイルスに対
して同じか低いものであった。またV型抗原単独
接種群の中和抗体価はIII型ウイルスに対する抗体
価がV型ウイルスに対するよりやや高い傾向に
あった。これらの成績から現行ワクチンのV型ウ
イルスに対する効果はIII型ウイルスに対するより

低い可能性が示唆された。使用した抗原の様態が
III型とV型で異なるために今回の発表のみの成績
でV型に対する現行ワクチンの効果を評価するこ

とは難しいが、今後の研究の進展が望まれる。
（近藤高志）

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）
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　NGS現場の会は、次世代シークエンサー（Next 
generation sequencer: NGS）を使用して実際に研
究を行っている若手研究者が、研究分野の垣根を
超えて技術情報の共有や研究交流を行うために開
催されている研究会である。NGSの普及とともに
開催規模も大きくなり、今回の研究会では約800
名の参加者と260演題もの発表が行われた。次世
代シークエンサー（第2世代）と呼ばれる機器が最
初に実用化されてから10年以上が経過し、第3、第
4世代とされる機器も販売が開始されている。以
下にNGSの現状と我々の研究に有用と思われた2
題の発表について概要を紹介する。

○次世代シークエンサーの血流感染症における病
原微生物診断への可能性

堀場千尋ら（名古屋大学大学院）
　血流感染症（BSI）とは病原微生物が血清中より
証明される感染症である。BSIは、ヒトでは死亡率
が20～50％と高く、迅速で的確な診断が要求され
る感染症である。BSIの診断は血液培養検査がスタ
ンダードとされているが、ヒトの小児科領域では
血液培養検査において採血量の制限など様々な問
題が存在している。演者らは、小児のBSIにおける
これらの問題を解決する手段として、NGSの病原
微生物診断への応用の可能性について検討し、以
下のように報告した。
　BSIが疑われ血液培養が実施された小児35例
（培養陽性12例、培養陰性23例）について、保存さ
れていた血漿または血清からNGSによって血流中
に存在する病原体ならびに薬剤耐性遺伝子につい
て検出を試みた。その結果、血液培養検査陽性12
例において検出された菌種は、全例でNGSにおい
て検出された。NGSによって検出されたリード数
ならびに全体に占める割合（優勢菌種であるかど

うか）をもとに判定を行った結果、その中の7例が
血液培養検査の結果と一致した。また、カテーテル
先端から菌が分離され、カテーテル関連BSIと診断
された2症例では、NGSによってBSI発症7日前に同
菌が血流中から検出された。さらに、血液培養検査
陰性23例中で3例から病原微生物（細菌2例、ウイ
ルス1例）が検出された。NGSにおいて陽性と判定
された14例（血液培養検査陽性12例，血液培養検
査陰性2例）について薬剤耐性遺伝子の検索を
行った結果、62遺伝子が検出された。
　馬ではActinobacillus equuliによる子馬病、X大腸
炎など重篤な腸炎を起因とする敗血症、感染性心
内膜炎などでBSIが疑われる症例に遭遇する。成馬
の下痢症では血液培養検査陽性例での予後は陰性
例と比べて悪いとの報告もあるが、馬医療では血
液培養検査は、必ずしも日常的には実施されてい
ない現状にある。また、獣医師がBSIを疑い血液培
養が実施されるような症例においても、すでに抗
菌薬の投与が行われており、培養によって起因菌
が検出されないことも多い。演者らの報告した
NGSを用いた診断法は、抗菌薬の影響下で培地上
での発育能が低下した菌を検出するだけでなく、
薬剤耐性遺伝子の検出により起因菌の薬剤感受性
も推測できる有用な方法と思われる。馬での応用
の可能性を探るためにも、さらなる研究の進展に
期待したい。

○食品微生物を対象とした次世代シークエンサー
による菌叢解析のための条件検討

西真名美ら（日清製粉）
　近年、NGSの普及が進み、食品分野においても発
酵食品や腸内細菌に関する研究などに活用されて
いる。菌叢解析において正しい結果を得るために
は、検体中の菌叢の比率を維持したまま、NGSに供

するための試料（ライブラリ）を調整する必要があ
る。演者らは、食品微生物を対象としたNGSによる
菌叢解析における最適条件を決定するため、モデ
ル試料を用いて実施した各種検討について報告し
ている。
　代表的な食中毒の原因菌や食品の汚染菌など食
品に関連の深い10種類の菌を等量混合したもの
をモデル試料として作製し、DNA抽出法（ボイル
法、アルカリボイル法、簡易抽出試薬、スピンカラ
ムキット、フェノール・クロロホルム処理）、菌種の
同定に使用する16S rRNAの各可変領域（V2～V9
までの計6領域）、次世代シークエンサーの機種（2
機種）について、それぞれの条件を変更し、比較を
行った。DNA抽出法については、その違いが解析結
果によって大きな影響を与えており、ボイル法で
は解析自体が実施できなかった。一方、フェノー

ル・クロロホルム処理は、最も正確な菌叢を反映し
ている方法であった。また、16S rRNAの各可変領
域の中ではV2, V3, V4の3領域が、他の領域よりも
正確な菌叢に近い結果が得られた。解析機器によ
る違いは認められなかった。
　現在、当研究室では馬の腸内細菌叢の解析を確
立するための研究を実施している。馬の糞便中に
は、細菌だけでなく、未消化の粗飼料や剥離した腸
上皮細胞、環境由来の成分などの様々な成分が混
在するため、細菌叢をより正確に解析結果に反映
させるためにはDNA抽出法の検討は不可欠であ
る。演者らは食品を対象にしているが、検討に使用
した菌種は馬の腸内に存在するものが含まれてお
り、馬の糞便からの腸内細菌のDNA抽出法を検討
する上で参考となるデータと考えられた。

（丹羽秀和）

　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）
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　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

催事案内

第30回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ

会期：2017年11月27日（月）12：30より
　　　　　　11月28日（火） 9：10より
会場：国際ファッションセンター(KFC Hall  & 
Rooms)
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1
（03-5610-5801）
プログラム ：
11月27日（月）　一般講演・第30回大会記念シン

ポジウム・ランチョンセミナー
　　　　　　　　企業展示・JRAとの合同懇親会
11月28日（火）　一般講演・優秀発表賞候補講演・

2017年学会賞受賞講演・2017
年奨励賞受賞講演・臨床委員会
企画招待講演・臨床委員会企画
症例検討会・ランチョンセミ
ナー・定時総会・企業展示

　なお、11月27日(月)は、第59回JRA競走馬に関す
る調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：会員5,000円　　非会員7,000円
　　　  学生2,000円（学生証をご提示ください）
※事前登録はありません。当日、受付(KFC Hall：
3F)にてお支払いください。

【第30回大会記念シンポジウム】
（Room 115：11月27日（月）　13：30-15：30）

座長：楠瀬　良（日本装削蹄協会）
テーマ：日本の馬の歴史と利活用からみた将来展
望 　　 
・日本の馬の歴史

楠瀬　良（日本装削蹄協会）
・日本における馬の利活用

荒川由紀子（農林水産省）
・日本在来馬の現在・未来

藤田知己（全国乗馬倶楽部振興協会）
・内国産乗用馬の現在・未来

山下大輔（日本馬事協会）

・日本のサラブレッドの現在・未来　　　　　　
　̶ 競走馬のセカンドキャリアへの展開

角居勝彦（JRA調教師）
　̶ 競走馬の馬術競技馬への転用

木口明信（日本馬術連盟）
・馬の将来展望
　̶ 我々は馬のために何をなすべきか

局　博一（東京大学名誉教授）
・総合討論 

【2017年奨励賞受賞講演】
（KFC Hall：11月28日（火）　13：00-13：30）

座長：田谷一善（日本ウマ科学会副会長）
テーマ：ウマ繁殖分野におけるAMH検査法および
胎子超音波検査法 
講演者：村瀬晴崇（JRA日高育成牧場）

【2017年学会賞受賞講演】
（KFC Hall：11月28日（火）　13：30-14：00）

座長：桑原正貴（日本ウマ科学会常任理事）
テーマ：馬呼吸器感染症の病態解明ならびに診断・
治療・予防法に関する研究
講演者：帆保誠二（鹿児島大学）

【臨床委員会企画　症例検討会】
（Room 115：11月28日（火）　9：10-10：50）

座長：中井健司（うしや競走馬クリニック）
コメンテーター： Dr. Raymond Hyde (American 
School of Equine Dentistry)
テーマ：馬の歯牙疾患

パネリスト
１．中井健司（うしや競走馬クリニック）

競走馬のデンタルケアについて
２．佐藤正人（NOSAIみなみ）

複数回の拡張処置を実施したPeriodontal 

disease
３．前田昌也（日高軽種馬農協）

繁殖牝馬サラブレッドにおける歯科由来
の副鼻腔炎の1例

４．伊藤桃子（株式会社Equicure せりの馬診療所）
咀嚼面からは判別不明な歯髄炎に対する
診断と治療

【臨床委員会企画　招待講演】
（KFC Hall：11月28日（火）　14：10-16：30）

座長：中井健司（うしや競走馬クリニック）
テーマ：Den t a l  c a r e  t o  imp rove  a  ho r s e  

performance 
講演者： Dr. Raymond Hyde (American School of 
Equine Dentistry)

【問い合わせ先】
○日本ウマ科学会事務局
【ADD】〒329-0412　栃木県下野市柴1400-4
　　　ＪＲＡ競走馬総合研究所内
【TEL】0285-39-7398　
【FAX】0285-44-5676
【E-mail】e-office@equinst.go.jp
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　本学会では、発表の多くが臨床医または臨床検
査技師による臨床試験や症例報告などの臨床研究
であり、質疑応答では演者と質問者がそれぞれの
臨床経験に基づいた活発な議論が行われていた。
また、感染症学の教育に関するシンポジウムや特
別講演なども開催されており、両学会を挙げて感
染症の専門家（専門医）育成に取り組む姿勢が強く
感じられた。さらに、昨年政府の方針として作成さ
れた薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン
2016-2020に関連する講演も多く、薬剤耐性菌に
対する具体的な取り組みが求められている時期に
差し掛かっていると強く感じた。以下に我々の研
究に有益と思われた演題について概要を紹介す
る。

◯大腸菌臨床分離株におけるフルオロキノロン系
抗菌薬耐性とチゲサイクリン耐性との関連

佐藤豊孝ら（札幌医科大学）
　フルオロキノロン（FQ）系抗菌薬は、人医療では
臨床現場での使用頻度が高い抗菌薬であり、家畜
においても第二選択薬としてしばしば用いられて
いる。チゲサイクリン（TGC）はテトラサイクリン
系抗菌薬であるミノサイクリンにグリシルアミド
基を導入した抗菌薬であり、グリシルサイクリン
系薬剤として国内では2012年に販売となった新
規の抗菌薬である。他の抗菌薬との交差耐性がな
く、非常に広いスペクトルを有することから、人医
療において多剤耐性菌への最終選択薬として使用
される重要な抗菌薬である。演者らは、近年、FQ耐
性大腸菌臨床分離株にTGCに対する感受性が低下
した株が存在することを見出し、本演題ではFQ耐
性とTGCへの感受性の低下との関連性について報
告した。
　臨床分離株をFQ感受性株（277株）とFQ耐性株
（194株）の2群に分け、TGCに対する最小発育阻止

濃度（MIC）を測定したところ、TGC非感受性株（7
株）は全てFQ耐性株群のみに認められた。これら7
株中5株が一つのクローン（O25b:H4-ST131）に属
していた。薬剤排泄ポンプであるEfflux pumpを
コードする遺伝子（acrA acrB）のTGC非感受性株に
おける発現量は、TGC感受性株よりも有意に低く、
同様に菌体内でのTGCの濃度も低下していること
が明らかとなった。さらに、acrB欠損株を人為的に
作製したところ、TGCの感受性が回復し、この欠損
株にacrBを発現するプラスミドに再導入すると、
再びTGC非感受性となった。また、FQ存在下で培養
を続けるとacrABの発現量が増加したTGC耐性変
異株が出現した。
　演者らの研究により、FQ耐性大腸菌の一部（特
に特定のクローンO25b:H4-ST131）にはacrABの
過剰発現によりTGCに対する感受性が低下した株
が存在することが明らかとなった。さらに、FQ存
在下の培養でacrABの発現量が増加したTGC耐性
変異株が出現したことから、TGCの暴露がなくと
もFQによりTGC感受性の低下が誘導されることも
明らかにした。
　FQ耐性大腸菌は当研究室の病性鑑定材料から
ときおり分離されている。一方、過去の国内の調査
では健康な馬の糞便中の大腸菌にはFQ耐性株は
認められなかったことも報告されている。馬臨床
におけるFQの使用によって今後FQ耐性大腸菌が
増加するかどうか、O25b:H4-ST131など他の抗菌
薬に対しても耐性を獲得するクローンが出現する
かどうかをしっかりと監視する必要があると考え
られた。

◯日本のClostridium difficile感染症疫学研究報
告：タイピング解析

妹尾充敏ら（国立感染症研究所）
　Clostridium difficile感染症（CDI）は馬のX大腸炎

の原因の一つとして知られているが、人において
もメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）と並ぶ
医療関連感染の主要な原因菌の一つとして知られ
ている。CDIは届け出が必要な感染症ではないため
に国内での発生状況は不明であったが、演者らは
12医療施設（計20病棟）の前向き調査を1年間にわ
たって実施し、日本におけるCDIの現状を明らかに
した。本演題は、調査によって得られた菌株につい
て3種類の毒素（toxin A, toxin B, CDT）の産生性お
よびPCR ribotypingによる遺伝子型について検討
した結果を報告したものである。以下、演題内容に
ついて紹介する。
　調査によって得られた146株の毒素産生株につ
いて解析を行った結果、123株（84.2%）がtoxin A+ 
toxin B+ CDT-の株であり、その他にtoxin A- toxin 
B+ CDT-が20株（13.7%）、toxin A+ toxin B+ CDT+
が3株（2.1%）認められた。PCR ribotypingによる解
析の結果、type 18およびその亜型であるtype 18’’
が42株（28.8%）と最も多く、調査を行った全ての
医療施設で検出された。本typeはこれまでの日本
国内の医療施設で頻繁に分離されており、施設内
でアウトブレイクを起こしたことが報告されてい
る遺伝子型である。次いで多く認められたのは
type 014（33株 22.6%）、type 002（17株 11.6%）、
type 369（16株 11.0%）であり、これらの遺伝子型
のみで全体の74％を占めていた。この調査では、
hypervirulent株として知られているtype 027や
type 078は認められなかった。また期間内に再発
が認められた11例のうち、9例でそれぞれの分離
株の解析が可能であり、いずれも1回目と2回目の
発症時に認められた株は同じ遺伝子型であった。
　本発表に含まれていないが、演者らは日本にお
けるCDIの発症率とリスクファクターについても
調査しており、発症率は欧米諸国と同様であるこ
と、リスクファクターとして85才以上、悪性腫瘍、
過去2ヶ月以内のプロバイオティクスの使用、低
アルブミン血症、低クレアチニン血症が同定され
たことを報告していた。
　なおClostridium difficileの菌名については、
2016年にLawsonらによって新たに新設された
Clostridioides属に帰属すべきとの提案が公式に承
認されており、今後はClostridioides difficileとなる

予定である。
（丹羽秀和）

○抗菌薬TDMガイドライン改訂版（第2版）行間を
読み取る

竹末芳生ら（兵庫医科大学）
　TDM（治療薬物モニタリング：Therapeutic Drug 
Monitoring）とは適正な薬物療法を設定するため
個々の患者の薬物濃度をモニタリングすることで
ある。ヒトでは、重篤な患者や副作用の強い薬物の
使用において、このTDMを用いて個々の患者に最
適な投与量と投与法を設定している。昨年、化学療
法学会は抗菌薬TDMガイドラインを改訂したが、
その中でも、①遊離型薬物の測定、②重篤患者、③
腎機能低下患者、④血液透析患者、⑤小児患者、⑥
肥満患者の6つの項目に対して本学会で重点的な
解説が行われた。今回、ウマ医療にも関連性がある
①と②について解説する。
①抗菌薬における遊離型の臨床的意義
　血液内で薬物は蛋白質（アルブミン）と結合した
『結合型』と、結合していない『遊離型』に分かれて
分布している。この割合を蛋白結合率と呼び、薬物
によって大きく異なる。血管を通過し組織や細胞
内に移行する薬物は遊離型であるため、薬効を有
するのは遊離型のみである。それに対し、結合型は
薬効を有さず血管外に出ることもできないが、肝
臓や腎臓で代謝排泄されることもないため、血液
中に薬物を留める貯蔵庫の役割を果たす。これら
の特性から、蛋白結合率の低い薬物は、遊離型が多
く良好な組織移行性を示すが、代謝消失も早い傾
向がある。一方、蛋白結合率の高い薬物は、遊離型
が少なく組織移行性は乏しいものの、代謝排泄が
遅く血液中に長く薬物が留まるため、長い効果が
期待できる。
　抗菌薬も血管を通過し感染部位に移行しなけれ
ば抗菌効果が得られないことから、遊離型のみが
薬効を持つが、コストや手間の観点から今までの
TDMでは、血液中の遊離型と結合型を含めた総薬
物量を測定することが一般的であった。しかし、感
染部位に移行することのできない結合型を含めて
考察すると、実際の感染部位の抗菌薬量が不十分
で、細菌増殖を抑えられない可能性があることか

ら、本ガイドラインから遊離型の測定が推奨され
ることとなった。
　今までのウマ抗菌薬の研究は、遊離型と結合型
を合わせた総薬物量を測定した報告が多く、遊離
型の薬物動態や蛋白結合率に関する研究は少ない
現状にある。今後はウマの抗菌薬治療においても、
遊離型抗菌薬濃度測定とそれに基づく抗菌薬投与
設計が必要であると考えられる。
②重篤疾患患者の薬物動態にについて。
　重篤疾患患者における薬物動態は、健康体と大
きく異なることはすでに数多く報告されている。
重篤疾患患者に対して行われる輸液や発生する心
拍出量の増加は、薬物を体内から消失させるARC
（過大腎クリアランス：Augmen t e d  R e n a l  
Clearance）と呼ばれる状態を引き起こす。特に腎
臓排泄型の抗菌薬は、ARCの影響によって排泄が
促進されるために注意が必要である。また、血管透

過性の亢進とサードスペースへの体液移行は、分
布容積（生体内で薬物が分布する容積）の増加をも
たらすことから、投与された薬物の血液中濃度は
低下する。この場合、体液への移行性が高い水溶性
抗菌薬では血液中濃度の低下が大きくなる。加え
て、低蛋白血漿が発生すると、蛋白質と結合してい
ない遊離型薬物は増加し、それらは早期に代謝排
泄されるため、血液中濃度はさらに低下すること
になる。①において解説した蛋白結合率の低い抗
菌薬では、元々蛋白質と結合しない遊離型が多く
代謝排泄が早いため影響は少ないが、蛋白結合率
の高い抗菌薬では、結合する蛋白質の減少により
遊離型は増加し代謝排泄が促進される。重篤疾患
患者の治療に対しては、それぞれの抗菌薬の特性
を理解し、これらの影響を考慮した投与設計が必
要である。

（黒田泰輔）

会期：2017年11月27日（月）12：30より
　　　　　　11月28日（火） 9：10より
会場：国際ファッションセンター(KFC Hall  & 
Rooms)
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1
（03-5610-5801）
プログラム ：
11月27日（月）　一般講演・第30回大会記念シン

ポジウム・ランチョンセミナー
　　　　　　　　企業展示・JRAとの合同懇親会
11月28日（火）　一般講演・優秀発表賞候補講演・

2017年学会賞受賞講演・2017
年奨励賞受賞講演・臨床委員会
企画招待講演・臨床委員会企画
症例検討会・ランチョンセミ
ナー・定時総会・企業展示

　なお、11月27日(月)は、第59回JRA競走馬に関す
る調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：会員5,000円　　非会員7,000円
　　　  学生2,000円（学生証をご提示ください）
※事前登録はありません。当日、受付(KFC Hall：
3F)にてお支払いください。

【第30回大会記念シンポジウム】
（Room 115：11月27日（月）　13：30-15：30）

座長：楠瀬　良（日本装削蹄協会）
テーマ：日本の馬の歴史と利活用からみた将来展
望 　　 
・日本の馬の歴史

楠瀬　良（日本装削蹄協会）
・日本における馬の利活用

荒川由紀子（農林水産省）
・日本在来馬の現在・未来

藤田知己（全国乗馬倶楽部振興協会）
・内国産乗用馬の現在・未来

山下大輔（日本馬事協会）

・日本のサラブレッドの現在・未来　　　　　　
　̶ 競走馬のセカンドキャリアへの展開

角居勝彦（JRA調教師）
　̶ 競走馬の馬術競技馬への転用

木口明信（日本馬術連盟）
・馬の将来展望
　̶ 我々は馬のために何をなすべきか

局　博一（東京大学名誉教授）
・総合討論 

【2017年奨励賞受賞講演】
（KFC Hall：11月28日（火）　13：00-13：30）

座長：田谷一善（日本ウマ科学会副会長）
テーマ：ウマ繁殖分野におけるAMH検査法および
胎子超音波検査法 
講演者：村瀬晴崇（JRA日高育成牧場）

【2017年学会賞受賞講演】
（KFC Hall：11月28日（火）　13：30-14：00）

座長：桑原正貴（日本ウマ科学会常任理事）
テーマ：馬呼吸器感染症の病態解明ならびに診断・
治療・予防法に関する研究
講演者：帆保誠二（鹿児島大学）

【臨床委員会企画　症例検討会】
（Room 115：11月28日（火）　9：10-10：50）

座長：中井健司（うしや競走馬クリニック）
コメンテーター： Dr. Raymond Hyde (American 
School of Equine Dentistry)
テーマ：馬の歯牙疾患

パネリスト
１．中井健司（うしや競走馬クリニック）

競走馬のデンタルケアについて
２．佐藤正人（NOSAIみなみ）

複数回の拡張処置を実施したPeriodontal 

disease
３．前田昌也（日高軽種馬農協）

繁殖牝馬サラブレッドにおける歯科由来
の副鼻腔炎の1例

４．伊藤桃子（株式会社Equicure せりの馬診療所）
咀嚼面からは判別不明な歯髄炎に対する
診断と治療

【臨床委員会企画　招待講演】
（KFC Hall：11月28日（火）　14：10-16：30）

座長：中井健司（うしや競走馬クリニック）
テーマ：Den t a l  c a r e  t o  imp rove  a  ho r s e  

performance 
講演者： Dr. Raymond Hyde (American School of 
Equine Dentistry)

【問い合わせ先】
○日本ウマ科学会事務局
【ADD】〒329-0412　栃木県下野市柴1400-4
　　　ＪＲＡ競走馬総合研究所内
【TEL】0285-39-7398　
【FAX】0285-44-5676
【E-mail】e-office@equinst.go.jp
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